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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,39,42

1

かるいざわドットコム

通常 2003-053844

07,37

2

１ｄａｙリニューアル

通常:
2003-096988
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】インターネットを利用した広告，ダイレクトメール・ＦＡＸによる広告，その他の広告，イ
ンターネットホームページ・電子メール・雑誌・新聞・ダイレクトメール・ＦＡＸによる広告の代
理，その他を利用した広告の代理，インターネットを利用した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，インターネットを利用した経営の診断・分析及び指導，その他
の経営の診断・分析及び指導，インターネットを利用した市場調査，その他の市場調査（ア
ンケート・モニタリング業務を含む。），インターネットを利用した商品の販売・在庫の管理に
関する情報の提供，インターネットを利用した企業・顧客・経営に関する情報の提供，イン
ターネットを利用した商品売買契約の代理・媒介・取次，その他を利用した商品売買契約
の代理・媒介・取次，インターネットを利用したホテルの事業の管理，その他のホテルの事
業の管理，財務書類の作成，インターネットを利用した職業のあっせん，その他の職業の
あっせん，インターネットを利用した職業のあっせんに関する情報の提供，インターネットを
利用した求人情報の提供，インターネットを利用した競売の運営，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，文書又は磁気テープのファイリング，インターネット
を利用した通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行，その他の事務処理の
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，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，インターネット
を利用した顧客情報の管理の受託，その他を利用した顧客情報の管理の受託，ドメイン名
取得申請手続の事務処理代行，インターネットを利用した顧客情報の管理の受託の代理，
その他を利用した顧客情報の管理の受託の代理，インターネットを利用した市場調査（アン
ケート・モニタリング業務を含む。）の代行，その他を利用した市場調査（アンケート・モニタ
リング業務を含む。）の代行，インターネットを利用した市場調査（アンケート・モニタリング
業務を含む。）に関する情報提供，その他の市場調査（アンケート・モニタリング業務を含
む。）に関する情報提供，インターネットを利用したフランチャイズシステムに基づく経営に
関するコンサルティング，その他を利用したフランチャイズシステムに基づく経営に関するコ
【07】土木機械器具，荷役機械器具
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発
電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定
機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印
刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器
製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修
理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保
守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又
は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理
又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械
器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プ
ラスチック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修
理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機
械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の
修理又は保守，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又
は保守，乗物用洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守，動力付床洗浄機
の修理又は保守，遊園地用機械器具の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器

【中間記録情報】
［審査］
2003.06.27 願書
2003.12.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2003.12.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.01.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.01.13 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2004.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2004.02.23 手続補正書
2004.02.23 意見書
2004.02.23 手続補足書
2004.03.24 認定･付加情報
2004.04.06 手続補正指示書(審査官)
2004.05.17 手続補正書
2004.05.17 上申書
2004.05.17 手続補足書
2004.06.28 認定･付加情報
2004.06.28 認定･付加情報
2005.02.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.02.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.19 手続補正指示書(審査官)
2005.05.30 手続補正書
2006.10.24 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2003.10.31 願書
2003.11.10 手続補正書(方式)
2003.11.11 手続補正指令書(出願)
2003.11.12 上申書
2003.12.16 認定･付加情報
2003.12.16 認定･付加情報
2004.05.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.07.07 意見書
2004.07.07 認定･付加情報
2005.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.27 拒絶査定
2006.11.10 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）

3

4

商標

介護

為替どっとコム

種別 出願番号

区分

外国為替どっとコム

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 【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， 2004.04.19 願書
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
2004.04.20 認定･付加情報
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 2004.10.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，有価証券の売買・有価証券指 第4条1項11号)
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・
2004.12.08 上申書
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・
2004.12.13 認定･付加情報
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 2004.12.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2005.01.25 意見書
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
2005.01.26 認定･付加情報
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 2006.07.28 審査官通知(その他の通知)(期間無)
関する情報の提供，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 2006.10.06 拒絶査定
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
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金 【中間記録情報】
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の ［審査］
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替， 2004.04.19 願書
2004.04.20 認定･付加情報
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状 2004.10.29 拒絶理由通知書(第4条各号+第8条1項+
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，有価証券の売買・有価証券指 第4条1項11号)
2004.12.08 上申書
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・
2004.12.10 認定･付加情報
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 2004.12.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.01.25 意見書
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
2005.01.26 認定･付加情報
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 2006.07.28 審査官通知(その他の通知)(期間無)
関する情報の提供，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 2006.10.06 拒絶査定
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

通常 2003-105564

通常:
2004-036919
標準

通常:
2004-036920
標準

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

中間記録

【39】タクシーによる輸送

36

5

指定商品・役務

39
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【中間記録情報】
［審査］
2003.11.12 願書
2004.01.13 認定･付加情報
2004.06.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.06.27 手続補正書
2004.06.27 意見書
2004.08.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.08.20 手続補正指令書(中間書類)
2004.08.25 手続補正書(方式)
2004.10.06 認定･付加情報
2005.04.03 手続補正書
2005.04.03 意見書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.05.19 認定･付加情報
2005.11.11 補正の却下の決定
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.19 伺い書
2006.10.06 拒絶査定
2006.10.06 伺い回答書
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No.

商標（見本）

6

7

8

商標

卒割

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09,38

区分

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，電報に
よる通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，ビデオテックス通信，衛
星による通信，音声・映像伝送通信，通信機能を有する映像機器による通信，総合デジタ
ル通信，総合デジタルデータ通信，電子メールによる通信，テレビ会議通信，電気通信に
関するコンサルティング，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，有線ラジオ
放送，電気通信端末による報道をする者に対するニュースの供給その他の報道をする者
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，電話回線自動
選択装置の利用契約の取次を含む市外電話・国際電話への加入契約の取次・代理及び
媒介，小型携帯無線呼出機・自動車電話・携帯電話その他通信機器による通信への加入
契約の取次・代理及び媒介，有線テレビジョン放送その他のテレビジョン放送・有線ラジオ
放送その他のラジオ放送・衛星放送の受信に関する契約の取次・代理及び媒介，電話加
入権の貸与，電気通信（放送を除く。）に関する情報の提供，放送に関する情報の提供

01,39

【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
【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，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，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

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，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，セミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催，求人に関す
る講習会の企画・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

【中間記録情報】
［審査］
2004.06.17 願書
2004.06.24 認定･付加情報
2005.01.21 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.02.28 手続補正書
2005.02.28 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.28 意見書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.25 伺い書
2006.10.30 拒絶査定
2006.11.10 伺い回答書
2007.06.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2004.10.08 願書
2004.10.22 手続補正指令書(出願)
2004.11.19 手続補正書(方式)
2004.12.27 認定･付加情報
2005.05.20 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2005.06.27 手続補正書(方式)
2005.06.27 意見書
2006.10.27 拒絶査定
2006.11.21 手続補正書(方式)
2006.11.21 手続補正書
2007.02.05 手続補正書
2007.03.05 手続補正書
2007.08.27 登録料納付
［登録］
2007.08.17 登録査定書
2007.08.27 設定納付書
2007.10.02 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.02.07 願書
2005.02.16 認定･付加情報
2005.07.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.24 意見書
2005.08.24 代理人受任届
2005.09.02 認定･付加情報
2006.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.06 拒絶査定
2006.12.28 手続補正書
2007.09.25 登録料納付
［登録］
2007.09.08 登録査定書
2007.09.25 設定納付書
2007.10.23 登録証

通常:
2004-056374
標準

東洋ビーネット＼ＴＯＹＯ Ｂ－Ｎ
通常 2004-092733
ｅｔ

企業ＤＮＡサーベイ

通常:
2005-009433
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）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

9

セルフコンディショニング＼ＳＥＬ
通常 2005-012858
Ｆ ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＩＮＧ

35,41

10

１００％

指定商品・役務
【41】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
【35】商品の販売促進のための展示会・見本市及び博覧会の企画・運営又は開催及びそ
の情報の提供，商品の販売促進のためのイベントの企画・運営又は開催及びその情報の
提供，商品の販売促進のための広告，経営に関する助言
【41】セミナーの企画・運営又は開催及びその情報の提供，展示会・会議・大会・セミナー・
博覧会・催し物に関する書籍の制作，電子出版物の提供

優先 2005-014689

※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］
2005.02.16 願書
2005.02.17 認定･付加情報
2005.07.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.24 意見書
2005.08.25 手続補足書
2005.08.25 認定･付加情報
2005.09.27 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.22 願書
2005.04.22 優先権証明書提出書
2005.06.08 認定･付加情報
2005.06.08 認定･付加情報
2005.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.21 意見書
2005.11.21 認定･付加情報
2005.11.21 手続補足書
2005.12.07 上申書
2005.12.07 手続補足書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.01.12 認定･付加情報
2006.01.12 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 手続補正書
2006.07.21 意見書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.07.21 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,36,37,40

11

良品中古

通常:
2005-017484
標準

35,36,37,40

12

中古良品

通常:
2005-017485
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，商品の販売に関する情報の提供，競売の運営
【36】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
【37】建築設備の運転・点検・整備，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
【35】広告，商品の販売に関する情報の提供，競売の運営
【36】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
【37】建築設備の運転・点検・整備，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.16 願書
2005.07.29 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))
2005.09.04 手続補正書
2005.09.04 意見書
2006.10.13 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.02.16 願書
2005.07.29 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))
2005.09.04 手続補正書
2005.09.04 意見書
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,37,40,42

13

もの造りサポーティングカンパ
ニー

通常 2005-017665

41

14

Ｔ－１

ロボット科学講座

通常 2005-021647

35
16

ブループリント

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.03.02 願書
2005.08.19 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))
2005.09.20 手続補正書
2005.09.20 認定･付加情報
2005.09.20 認定･付加情報
2005.09.20 意見書
2006.10.13 拒絶査定

【41】技芸・スポ－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－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－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－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－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－ド又は録音済み磁気テ－プの貸与，録画済み磁気テ－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】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，カタログ及びインターネットを用
いた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通信販売の取次ぎ，財
務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事
務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気
テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用
機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・
複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.11 願書
2005.08.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.09.20 意見書
2006.10.13 拒絶査定

通常 2005-019260

41

15

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
【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
【41】美術品の展示，放送番組の制作，放送番組の制作における演出，書籍の制作，興行
の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競
艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。）

通常:
2005-029426
標準

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.07 願書
2005.03.07 認定･付加情報
2005.10.21 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))
2005.11.30 手続補正書
2005.11.30 意見書
2005.11.30 認定･付加情報
2005.11.30 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.04 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)
2006.10.27 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

17

18

19

20

21

商標（見本）

商標

松下カード

松下クレジット

松下リフォームローン

松下オートローン

松下ビジネスローン

種別 出願番号

区分

36

【36】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，預金の受入れ（債券の発 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.04.28 願書
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・ 2005.06.06 代理人変更届
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 2005.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.25 意見書
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
2006.10.24 拒絶査定
あっせん

36

【36】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，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，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，建物の売買，建物又は土地の情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.28 願書
2005.06.06 代理人変更届
2005.10.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.25 意見書
2006.10.24 拒絶査定

36

【36】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，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.28 願書
2005.06.06 代理人変更届
2005.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.25 意見書
2006.10.24 拒絶査定

36

【36】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，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，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.28 願書
2005.06.06 代理人変更届
2005.10.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.25 意見書
2006.10.24 拒絶査定

通常 2005-038661

通常:
2005-038662
標準

通常:
2005-038663
標準

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

中間記録

【36】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，預金の受入れ（債券の発 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.04.28 願書
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・ 2005.06.06 代理人変更届
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 2005.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.25 意見書
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
2006.10.24 拒絶査定
あっせん

通常 2005-038660

通常:
2005-038664
標準

指定商品・役務

36

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

35,36,37,38,39,40,4 【35】事務機器の貸与，広告用具の貸与，自動販売機の貸与
【36】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
1,42,43,44,45

22

松下リース

通常:
2005-038665
標準

37
23

松下分煙システム・メンテナンス 通常:
2005-038666
リース
標準

【中間記録情報】
［審査］
【37】土木機械器具の貸与，床洗浄機の貸与，モップの貸与，電気洗濯機の貸与，衣類乾 2005.04.28 願書
2005.06.06 代理人変更届
燥機の貸与，衣類脱水機の貸与，家庭用ルームクーラーの貸与，鉱山機械器具の貸与，
2005.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
暖冷房装置の貸与，家庭用電気洗濯機の貸与，業務用衣類脱水機の貸与，空気洗浄機
の貸与，業務用掃除機の貸与
2005.11.25 意見書
【38】電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
2006.10.24 拒絶査定
【39】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
【40】繊維機械器具の貸与，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械
器具の貸与，金属加工機械器具の貸与，製本機械の貸与，食料加工用又は飲料加工用
の機械器具の貸与，製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与，パルプ製造用又は紙
加工用の機械器具の貸与，浄水装置の貸与，廃棄物圧縮装置の貸与，廃棄物破砕装置
の貸与，化学機械器具の貸与，ガラス器製造機械の貸与，靴製造機械器具の貸与，たば
こ製造機械の貸与，編み機の貸与，ミシンの貸与，印刷用機械器具の貸与，組立用ロボッ
ト・溶接用ロボット・塗装用ロボットの貸与
【41】映像機械器具の貸与，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，カメラの貸与，
光学機械器具の貸与，オーディオ装置の貸与，ビデオデッキの貸与
【42】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貸与，理化学機械器
具の貸与，製図用具の貸与
【43】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
【37】空気清浄機の貸与，空気清浄機の修理又は保守
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.28 願書
2005.06.06 代理人変更届
2005.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.25 意見書
2006.10.24 拒絶査定

【中間記録情報】
03,06,14,16,18,25,2 【03】香料（薫料及び香水類を含む。），香水類
【06】金属及びその合金，建築用金属材料，金属製可般式建造物組立セット，金属製レー ［審査］
8,35

24

§Ｏ２

通常 2005-038873

※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。

2005.04.28 願書
ル用材料，金属製ケーブル（電気用のものを除く。），金属製ワイヤ（貴金属製のものを除
2005.08.17 手続補正書
く。），鉄製品，金属製金具，金属製管，金庫，その他の金属製品（他の類に属するものを
除く。），金属鉱石，バッジ，標識
2005.09.15 刊行物等提出書
2005.09.21 認定･付加情報
【14】貴金属及びその合金，貴金属製品（他の類に属するものを除く。），貴金属又はその
2005.10.17 認定･付加情報
合金で被覆された製品（他の類に属するものを除く。），宝飾品，宝玉及びその原石，時
計，キーホルダー，カフスボタン
2005.10.20 刊行物等提出による通知書
【16】紙類，ボール紙，紙又はボール紙製品（他の類に属するものを除く。），印刷物，製本 2005.10.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料，写真，文房具類，文房具とし 2005.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
ての又は家庭用の接着剤，美術用材料，鉛筆及び塗装用ブラシ，タイプライター及び事務 第4条1項11号)
用品（家具類を除く。），教材（器具に当たるものを除く。），包装用プラスチック材（他の類に 2006.02.16 意見書
属するものを除く。），印刷用活字，印刷用ブロック
2006.02.16 手続補足書
【18】皮革及び擬革，皮革又は擬革製品（他の類に属するものを除く。），獣皮，トランク，旅 2006.03.17 認定･付加情報
2006.05.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
行かばん，傘，日傘，つえ，むち，乗馬用具
【25】被服，履物，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用衣服，運 項16号)
動用特殊衣服，運動用特殊靴
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
【28】ゲーム，おもちゃ，運動用具（他の類に属するものを除く。），クリスマスツリー用装飾
品
2006.08.11 手続補足書
2006.09.12 認定･付加情報
【35】広告，事業の管理，事業の運営，事務処理，小売業務，文書又は磁気のファイリン
2006.10.12 拒絶査定
グ，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作，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・取次ぎ
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

25

26

27

商標（見本）

商標

通訳ケータイ

キッズケータイ

ＳＳアラミド工法

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【38】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］
2005.05.12 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)
2006.02.08 意見書
2006.09.25 伺い書
2006.09.29 伺い回答書
2006.10.06 拒絶査定

09,28,38

【09】放送用機械器具，無線通信機械器具，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，デジタ
ル放送受信用チューナー，その他の電気通信機械器具（移動体電話機を除く。），電気通
信機械器具の部品及び附属品（移動体電話機の部品及び附属品（携帯電話機用ストラッ
プを含む。）を除く。），電子応用機械器具，電子計算機用プログラム，電子計算機用プログ
ラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・その他の記録媒体，移動体電話機用ゲームプ
ログラム，移動体電話機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・その他
の記録媒体，写真機械器具，電池，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機の部品
及び附属品，家庭用テレビゲーム機，家庭用テレビゲーム機の部品及び附属品，液晶画
面付き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・その他記録媒
体，ダウンロード可能な音楽・音声・着信音，ダウンロード可能な静止画像・動画像・その他
の映像，ダウンロード可能な電子出版物，電子出版物
【28】遊戯用器具，囲碁用具，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，ビリヤード用具，電子おもちゃ，液晶画面付きゲームおもちゃ，液晶画面付きゲームお
もちゃの部品及び附属品，その他のおもちゃ，愛玩動物用おもちゃ，遊園地用機械器具
（業務用テレビゲーム機を除く。）
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，家庭用
及び業務用テレビゲーム機による通信，電報による通信，電子メールによる通信，電話に
よる通信，テレビ電話による通信，ファクシミリによる通信，データ通信，付加価値通信網に
よる通信，無線呼出し，移動体電話による通信ネットワークへの接続の提供，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，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，衛
星テレビジョン放送，放送及び放送番組表に関する情報の提供，ラジオ放送，報道をする
者に対するニュースの供給，移動体電話機・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］
2005.05.30 願書
2005.12.12 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))
2005.12.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.20 手続補正書
2006.01.20 意見書
2006.02.14 刊行物等提出書
2006.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.20 刊行物等提出による通知書
2006.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.10 拒絶査定
2006.12.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

37

【37】建築物の補修・補強工事，土木構造物の補修・補強工事

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.02 願書
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2005.08.15 手続補正書
2005.10.14 手続補正指令書(中間書類)
2005.10.31 認定･付加情報
2005.12.16 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))
2006.01.17 手続補正書
2006.01.17 意見書
2006.03.03 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.03 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.24 手続補正書
2006.03.24 手続補正書
2006.06.02 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.02 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.15 認定･付加情報
2006.06.15 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

通常:
2005-041265
標準

通常:
2005-047705
標準

通常:
2005-049193
標準

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

中間記録

38
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
39

28

§！Ｌｏｇｉ＼アットロジ

通常 2005-049845

39

29

Ｗｅ ｃａｒｒｙ ａ ｂｉｇ ｄｒｅａｍ ｔｏ
ｙｏｕｒ ｆｕｔｕｒｅ∞Ｌｏｇｉ∞アットロ 通常 2005-050256
ジ

09,16,42
30

インテリジェントエマージェン
シーコール

通常:
2005-060820
標準
09,36,38,42

31

ＥＳＰＥＥＤＯＭＥＴＥＲ

優先:
2005-064180
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
【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，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，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
【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，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，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
【09】ナースコール及び緊急呼出しに関する電気通信機械器具，ナースコール及び緊急呼
出しに関する電子応用機械器具
【16】紙類，印刷物，紙製包装用容器
【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，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機用プログラムの提
【09】科学用・航海用・測量用・電気用・写真用・映画用・光学用・計量用・測定用・信号用・
検査（監視）用及び教育用の機械器具，音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装
置，磁気データ記憶媒体，記録用又は記録済みのディスク，その他の記録媒体，計算器，
データ処理装置及びコンピュータ，コンピュータハードウエア，コンピュータソフトウエア，金
融に関するコンピュータソフトウエア，投資用コンピュータソフトウエア，有価証券の売買の
媒介用・取次ぎ用又は代理用コンピュータソフトウエア，金融商品の取引用コンピュータソ
フトウエア，金融取引の履行用・同確認用・同清算用又は同決済用コンピュータソフトウエ
ア，環境有害物質排出権の取引用コンピュータソフトウエア，金融商品の取引のための電
子商取引市場にアクセスするためのコンピュータソフトウエア，商品・先物・有価証券・通
貨・金融商品・売買の媒介又は取次ぎ・取引・投資・企業・金融市場・株価設定・指数に関
する情報その他の金融財務情報にアクセスするためのコンピュータソフトウエア，その他の
電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，事業・金融財務・投資に関する電
子ニュースレター形式の電子出版物，その他の電子出版物，金融商品の取引を可能にし
取引の履行・確認の機能を提供し金融財務情報・金融市況情報へのアクセスを提供するコ
ンピュータソフトウエア，これらの部品及び附属品
【36】保険，財政業務，財務業務，不動産業務，銀行業務，金融業務，金融又は財務に関
する分析，金融に関する財務の評価，財務管理，金融又は財務に関する助言，投資，有価
証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理，金融商品の取引，金融商品の取引のための電子商
取引市場の提供・運営又は管理，金融財務情報の提供，金融業務，金融商品の取引用プ
ラットフォームの提供・運営又は管理，呼び値・有価証券及び商品の取引・売出株式の数
その他の金融財務情報の提供用プラットフォームの提供・運用又は管理，金融商品の取引
用電子取引市場の提供・運用又は管理，イントラネット・インターネットを利用した取引市場
ネットワークその他の取引市場ネットワークの提供・運用又は管理，呼び値・有価証券及び
商品の取引・売出株式の数その他の市場相場・金融商品取引に関する金融財務情報の電
子通信，インターネットを利用した金融商品・売買の媒介又は取次ぎ・取引・投資・企業・金

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.03 願書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2005.12.13 手続補正書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.04.26 意見書
2006.10.10 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.06 願書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2005.12.13 手続補正書
2006.03.31 意見書
2006.10.10 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.04 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 願書
2005.08.01 優先権証明書提出書
2005.08.29 認定･付加情報
2005.08.29 認定･付加情報
2006.01.20 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))
2006.04.20 期間延長請求書
2006.05.22 意見書
2006.10.31 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書(方式)
2007.05.01 手続補足書
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,38

32

ＡＮＩＭＡＴＩＯＮＳ．ＣＯＭ

通常:
2005-064779
標準

35,38

33

ＣＬＩＰＡＲＴ．ＣＯＭ

通常:
2005-064780
標準

09,35,38

34

ＰＨＯＴＯＳ．ＣＯＭ

通常:
2005-064787
標準

10,44
35

癒石岩盤浴

通常:
2005-065686
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】ダウンロード可能またはダウンロード不可能な写真を記録した磁気ディスク・光ディス
ク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気テープその他の記録媒体，音声・映像及び画像を提
供するコンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品，レコード，メト
ロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写
フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデ
オテープ，コンピュータネットワークを通じて行うダウンロード可能な写真・絵画・はがき・印
刷物・映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画
像及びテキストに関する電子出版物，その他の電子出版物，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
【35】コンピュータ通信ネットワークを通じてダウンロード可能な写真・絵画・はがき・印刷物・
映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画像及
びテキストその他の商品のオンラインによる広告，記録媒体に記録された写真・絵画・はが
き・印刷物・映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジ
タル画像及びテキストその他の商品のコンピュータ通信ネットワークを利用した広告，その
他の広告，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売及び役務に関する受注・発注に
関する事務の代行，他人の便宜のために行う写真・絵画・はがき・印刷物・映写フィルム・
録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画像及びテキストその
【35】コンピュータ通信ネットワークを通じてダウンロード可能な写真・絵画・はがき・印刷物・
映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画像及
びテキストその他の商品のオンラインによる広告，記録媒体に記録された写真・絵画・はが
き・印刷物・映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジ
タル画像及びテキストその他の商品のコンピュータ通信ネットワークを利用した広告，その
他の広告，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売及び役務に関する受注・発注に
関する事務の代行，他人の便宜のために行う写真・絵画・はがき・印刷物・映写フィルム・
録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画像及びテキストその
他の商品の品揃え・陳列
【38】電気通信（放送を除く。），放送

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2006.01.17 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))
2006.04.17 手続補正書
2006.04.17 意見書
2006.04.18 手続補足書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定

【09】ダウンロード可能またはダウンロード不可能な写真を記録した磁気ディスク・光ディス
ク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気テープその他の記録媒体，音声・映像及び画像を提
供するコンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品，レコード，メト
ロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写
フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデ
オテープ，コンピュータネットワークを通じて行うダウンロード可能な写真・絵画・はがき・印
刷物・映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画
像及びテキストに関する電子出版物，その他の電子出版物，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
【35】コンピュータ通信ネットワークを通じてダウンロード可能な写真・絵画・はがき・印刷物・
映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画像及
びテキストその他の商品のオンラインによる広告，記録媒体に記録された写真・絵画・はが
き・印刷物・映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジ
タル画像及びテキストその他の商品のコンピュータ通信ネットワークを利用した広告，その
他の広告，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売及び役務に関する受注・発注に
関する事務の代行，他人の便宜のために行う写真・絵画・はがき・印刷物・映写フィルム・
録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画像及びテキストその
【10】温水循環パイプを設けたベッドにラジウムや遠赤外線を発生する人工石を敷き詰めた
ラジウム温泉効果・遠赤外線効果を有する治療用機械器具，温水循環パイプを設けラジウ
ムや遠赤外線を発生する人工石を敷き詰めたラジウム温泉効果・遠赤外線効果を有する
ベッド，温熱治療用ベッド，温熱治療器具，家庭用電気温熱治療器具，その他の治療用機
械器具，家庭用電気マッサージ器，業務用美容マッサージ器
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
きゅう，柔道整復，はり，アロマテラピー，医療情報の提供，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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.17 手続補正書
2006.04.17 意見書
2006.04.18 手続補足書
2006.04.21 手続補正書
2006.04.21 意見書
2006.04.21 上申書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2006.01.17 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))
2006.04.17 手続補正書
2006.04.17 手続補足書
2006.04.17 意見書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.15 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.07.28 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))
2006.10.27 拒絶査定
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No.

36

37

38

39

商標（見本）

商標

ＷＡＲＭＢＩＺ

ウォームビズ

両国レジデンス

ＬＯＨＡＳ＼ロハス

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.15 願書
2005.10.07 伺い書
2005.10.14 伺い回答書
2006.07.11 協議命令書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.24 拒絶査定

25,35,45

【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，エプロン，
えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，
布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳覆
い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子
【35】広告
【45】ファッション情報の提供，新聞記事情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.15 願書
2005.10.07 伺い書
2005.10.14 伺い回答書
2006.07.11 協議命令書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.24 拒絶査定

36

【36】資金の貸付け，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，金融に関する情報の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の
徴収の代行，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，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，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
2005.07.21 認定･付加情報
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 上申書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.10.02 拒絶査定
2007.04.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

37

【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，家具の修理，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，
し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽がまの清掃，電話機の消毒，土木機械器具の貸与，床
洗浄機の貸与，モップの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.07 意見書
2006.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.12 手続補正指令書(中間書類)
2006.05.31 手続補正書(方式)
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定

通常:
2005-065694
標準

通常:
2005-067222
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

【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，エプロン，
えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，
布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳覆
い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子
【35】広告
【45】ファッション情報の提供，新聞記事情報の提供

通常:
2005-065693
標準

通常 2005-071817

指定商品・役務

25,35,45

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

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

40

うごく！歌詞待受

42

43

食事ケアインストラクター

エコロジービズ

エコビズ

25,40

【25】アスコットタイ，バンダナ，ネクタイ，スカーフ，ショール
【40】アスコットタイ，バンダナ，ネクタイ，スカーフ，ショールの仕上げ加工，処理，防水加
工，捺染加工，裁縫

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2006.01.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.23 手続補正書
2006.03.23 意見書
2006.10.03 拒絶査定
2007.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25,40

【25】アスコットタイ，バンダナ，ネクタイ，スカーフ，ショール
【40】アスコットタイ，バンダナ，ネクタイ，スカーフ，ショールの仕上げ加工，処理，防水加
工，捺染加工，裁縫

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.23 手続補正書
2006.03.23 意見書
2006.10.03 拒絶査定
2007.03.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-072127
標準

通常 2005-072912

通常:
2005-073805
標準

通常:
2005-073806
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 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)
2006.10.02 拒絶査定

41,44

41

指定商品・役務
【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
【41】料理教室の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供，栄養又は料理に
関する知識の教授
【44】栄養の指導，栄養の指導に関する助言及び情報の提供

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.22 手続補正書
2006.02.22 意見書
2006.04.07 補正の却下の決定
2006.10.06 拒絶査定
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No.

44

45

46

商標（見本）

商標

ＲＡＲＥ ＴＥＡ ＢＡＲ

スカルプスパ＼Ｓｃａｌｐ Ｓｐａ

ｕ－Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

43

区分

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.10 意見書
2006.10.03 拒絶査定

03,41,44

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授
【44】美容，理容

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2005.12.20 刊行物等提出書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.01.27 刊行物等提出による通知書
2006.01.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 出願人名義変更届
2006.06.27 手続補正書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定
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【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
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
保険に関する手続の代理，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機端末による通
信におけるサーバーの記憶領域の貸与及びその情報の提供，電子計算機用プログラムの

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2005.11.22 優先権証明請求書
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.27 意見書
2006.03.27 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.10.13 伺い書
2006.10.20 伺い回答書
2006.10.23 拒絶査定

通常 2005-077286

通常 2005-077987

通常 2005-078184

38,42

47

グローバルドキュメントネット
ワーク

通常:
2005-079282
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.02 意見書
2006.10.06 拒絶査定

2008/7/15
16／80

３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,09,37

48

地球大切宣言

通常 2005-079553

35
49

50

51

ＣＭケイタイ

ＳＥＯデザイン

クオリティ・テスト

指定商品・役務
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工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，金属工作機械器具
【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
【35】携帯電話による広告，携帯電話による広告の代理

通常 2005-083054

※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］
2005.08.24 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.11 職権訂正履歴(書類修正)
2006.10.06 拒絶査定

42

【42】インターネットにおけるホームページの設計及び作成，インターネットにおけるホーム 【中間記録情報】
ページの設計及び作成に関する情報の提供及び助言，インターネットにおけるホームペー ［審査］
ジの設計・作成又は保守に関するコンサルティング，インターネットサーバーの貸与
2005.09.07 願書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.01 意見書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.10.02 拒絶査定
2007.01.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

41

【41】学力テストの企画・運営又は実施，学力テストの企画・運営又は実施に関する情報の 【中間記録情報】
［審査］
提供
2005.09.09 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2006.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.10 意見書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.10.25 拒絶査定
2007.02.05 手続補正書(方式)
2007.02.05 手続補正書
2007.10.18 登録料納付
2007.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.19 登録査定書
2007.10.18 設定納付書
2007.11.06 登録証

通常:
2005-083830
標準

通常:
2005-085044
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 意見書
2006.03.31 手続補足書
2006.04.03 認定･付加情報
2006.04.27 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41,42

52

Ｕ－百葉箱

通常:
2005-087155
標準

09,41,42

53

ｅｃｏ百葉箱

通常:
2005-087157
標準

35
54

エンゲージメント＼ｅｎｇａｇｅｍｅｎ
通常 2005-087440
ｔ

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

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
【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・
【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
【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・
【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］
2005.09.16 願書
2005.09.16 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.07 意見書
2006.10.06 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.16 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.07 意見書
2006.10.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.31 拒絶査定
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No.

55

56

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.12.09 刊行物等提出書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.01.17 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
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定

36,37,42

【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】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

【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条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.31 拒絶査定

【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ
灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用い
す，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢類
【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，天然ラジウム鉱石を用いたセラピーによる治療，物理療法又は理
学療法による治療，医療情報の提供，栄養の指導，医療用機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 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)
2006.07.10 意見書
2006.07.12 手続補足書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶査定

通常:
2005-087454
標準

36

57

ＭＡＲＫＥＴ ＮＥＷＳ

通常:
2005-087842
標準

11,44

58

ＨＯＲＭＥＳＩＳ ＣＵＲＥ＼ホルミ
通常 2005-089456
シス キュア

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

中間記録

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与

ブランデッド・エンタテインメント
通常 2005-087441
＼Ｂｒａｎｄｅｄ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ

ＬＯＨＡＳ ｔｏｗｎ

指定商品・役務

35

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
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))
2006.06.29 意見書
2006.06.29 手続補足書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定

2008/7/15
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41

59

ＶＥＩＳ

通常:
2005-093688
標準

39
60

月極駐車場ドットコム

ＤＩＲＥＣＴ－ＥＡ／Ｄａｔａエージェ
通常 2005-095384
ント

09,42

62

中継エージェント

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.05.08 手続補正書
2006.05.08 意見書
2006.10.03 拒絶査定
2006.11.02 手続補正書
2006.11.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.02.21 手続補正書
2007.04.16 手続補正書
2007.11.19 登録料納付
［登録］
2007.11.13 登録査定書
2007.11.19 設定納付書
2007.12.18 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

【09】消化布，事故・照射又は火災防護被服，廃棄物処分場用漏水検知器具，その他の電
気磁気測定器，理化学機械器具，測定機械器具，電池，電線及びケーブル，光学機械器
具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，電子応用
機械器具及びその部品，電解槽，電気式ヘアカーラー，乗物の故障の警告用の三角標
識，発光式又は機械式の道路標識，事故防護用手袋，保安用ヘルメット，防火被服，防じ
んマスク，防毒マスク，溶接マスク，電極，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，駐車
場用硬貨作動式ゲート，ウエットスーツ，エアタンク，電子出版物
【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，
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，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，電気
通信回線を通じた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，地質の検査，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，電子計算機の貸与，理化学
【09】消化布，事故・照射又は火災防護被服，廃棄物処分場用漏水検知器具，その他の電
気磁気測定器，理化学機械器具，測定機械器具，電池，電線及びケーブル，光学機械器
具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，電子応用
機械器具及びその部品，電解槽，電気式ヘアカーラー，乗物の故障の警告用の三角標
識，発光式又は機械式の道路標識，事故防護用手袋，保安用ヘルメット，防火被服，防じ
んマスク，防毒マスク，溶接マスク，電極，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，駐車
場用硬貨作動式ゲート，ウエットスーツ，エアタンク，電子出版物
【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，
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，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，電気
通信回線を通じた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，地質の検査，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，電子計算機の貸与，理化学

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.25 意見書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 代理人選任届
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定
2007.10.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-094102

09,42

61

指定商品・役務
【35】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
【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
【39】インターネットを利用した駐車場の場所及び空き状況に関する情報の提供，インター
ネットを利用した駐車場・駐輪場の管理又はこれらに関する情報の提供

通常 2005-095385

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.04.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.25 意見書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 代理人選任届
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
2006.10.10 拒絶査定

2008/7/15
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商標

種別 出願番号

区分
09,42

63

帳票エージェント

65

66

ＭｏｂｉｌｅＭＫ

§東京おぎくぼ＼ゑびすや∞
ラーメン

スライドゲート

43

【43】ラーメンを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2006.03.27 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.04.28 意見書
2006.04.28 手続補足書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.07.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.30 拒絶査定

06,07,37

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【07】土木機械器具，荷役機械器具
【37】建設工事

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 意見書
2006.07.04 手続補足書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

通常 2005-095386

通常:
2005-096794
標準

通常 2005-097126

通常:
2005-099294
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］
2005.10.13 願書
2006.04.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.25 意見書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 代理人選任届
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
2006.10.10 拒絶査定

09,42

64

指定商品・役務
【09】消化布，事故・照射又は火災防護被服，廃棄物処分場用漏水検知器具，その他の電
気磁気測定器，理化学機械器具，測定機械器具，電池，電線及びケーブル，光学機械器
具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，電子応用
機械器具及びその部品，電解槽，電気式ヘアカーラー，乗物の故障の警告用の三角標
識，発光式又は機械式の道路標識，事故防護用手袋，保安用ヘルメット，防火被服，防じ
んマスク，防毒マスク，溶接マスク，電極，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，駐車
場用硬貨作動式ゲート，ウエットスーツ，エアタンク，電子出版物
【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，
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，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，電気
通信回線を通じた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，地質の検査，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，電子計算機の貸与，理化学
【09】携帯電話を端末とするネットワーク上のサイトの構築・プロモーション・市場調査・アク
セス解析・効果測定用コンピュータプログラム，コンピュータネットワーク用サーバーコン
ピュータ・コンピュータネットワーク用ハブ・コンピュータネットワーク用ルータその他のコン
ピュータ用周辺機器からなる携帯電話を端末とするネットワーク上のサイトの構築・プロ
モーション・市場調査・アクセス解析・効果測定用コンピュータネットワークシステム装置
【42】オンラインによる携帯電話を端末とするネットワーク上のサイトの構築・プロモーショ
ン・市場調査・アクセス解析・効果測定用コンピュータプログラムの提供，携帯電話を端末と
するネットワーク上のサイトの構築・プロモーション・市場調査・アクセス解析・効果測定用コ
ンピュータプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関するコンサルティング，携帯
電話を端末とするネットワーク上のサイトの構築・プロモーション・市場調査・アクセス解析・
効果測定用コンピュータシステムの設計・作成又は保守並びにこれらに関するコンサルティ
ング

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
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)
2006.06.07 手続補正書
2006.06.07 意見書
2006.06.08 手続補足書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定
2007.01.22 手続補正書
2007.03.05 手続補正書
2007.07.23 手続補正書
2007.07.25 手続補足書
2008.02.27 登録料納付
2008.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.01 登録査定書
2008.02.27 設定納付書
2008.03.25 登録証
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指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 拒絶査定

43

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

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2006.03.10 通知書(却下処分前通知)
2006.04.17 手続補正書(方式)
2006.06.01 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

42

67

68

69

オーセンティック＼Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ

堂島∞ホテル

薬膳もつ鍋

通常 2005-099367

通常 2005-099740

通常:
2005-099753
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.18 上申書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定

09,12,14,15,16,20,2 【09】業務用テレビゲーム機，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びそ 【中間記録情報】
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 ［審査］
8,37,38,41,42

70

図形商標

分割 2005-100161

※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。

記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用 2005.10.26 願書
自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，録画済みビデ 2005.10.26 認定･付加情報
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【12】乗物用盗難警報器
2006.06.01 上申書
【14】時計
2006.06.05 認定･付加情報
【15】調律機，楽器，演奏補助品，音さ
2006.06.14 意見書
【16】文房具類，印刷物
2006.06.15 認定･付加情報
【20】揺りかご，幼児用歩行器
2006.10.11 拒絶査定
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），おもちゃ，遊戯用器具
2006.12.02 手続補正書
【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，楽器の修 2006.12.02 代理人受任届
理又は保守
2008.01.18 登録料納付
【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
［登録］
2008.01.15 登録査定書
【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
2008.01.18 設定納付書
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
2008.02.19 登録証
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。），音響用又は映像用のスタジオの提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・
演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映写フィルムの貸
与，楽器の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気
テープの貸与
【42】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，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，著作権の利用に関する

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

2008/7/15
22／80

３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,42

71

光ソリューション

通常:
2005-100380
標準

09,38,42

72

オフィス・光ソリューション

通常:
2005-100381
標準

07,09,11,40

73

ホットスイッチング

通常:
2005-100837
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】電気通信機械器具，コンピュータプログラム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コンピュータプログラム，電子応用機械器具及びその部品
【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】コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，情報ネットワークシステムの設
計・作成及びこれらに関するコンサルティング，電子計算機による情報処理，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，インターネットにお
ける検索エンジンの提供，データベースの検索を行うためのコンピュータプログラムの提
供，情報処理装置及びコンピュータの貸与，デジタル写真・画像データを記憶・保存するコ
ンピュータにおけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与，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
【09】電気通信機械器具，コンピュータプログラム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コンピュータプログラム，電子応用機械器具及びその部品
【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】コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，情報ネットワークシステムの設
計・作成及びこれらに関するコンサルティング，電子計算機による情報処理，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，インターネットにお
ける検索エンジンの提供，データベースの検索を行うためのコンピュータプログラムの提
供，情報処理装置及びコンピュータの貸与，デジタル写真・画像データを記憶・保存するコ
ンピュータにおけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 協議命令書
2006.07.28 上申書
2006.10.17 拒絶査定
2007.01.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工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
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，電源制御装置，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 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)
2006.06.30 意見書
2006.10.03 拒絶査定
2006.12.04 手続補正書(方式)
2007.10.09 代理人受任届
2008.02.27 登録料納付
［登録］
2008.02.19 登録査定書
2008.02.27 設定納付書
2008.03.25 登録証
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2006.04.04 出願人名義変更届
2006.04.04 手続補足書
2006.04.04 代理人選任届
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.19 認定･付加情報
2006.06.20 協議命令書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 上申書
2006.10.17 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,09,11,40

74

ＨＯＴ ＳＷＩＴＣＨＩＮＧ

通常:
2005-100838
標準

35,41

75

アクションラーニング（ＡＬ）コー 通常:
2005-102043
チ
標準

43
76

竹岡らーめん

指定商品・役務
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工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
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，電源制御装置，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
【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
【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
【43】飲食物の提供

通常 2005-102237

※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］
2005.10.27 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)
2006.06.30 意見書
2006.10.03 拒絶査定
2006.12.04 手続補正書(方式)
2007.10.09 代理人受任届
2008.02.27 登録料納付
［登録］
2008.02.19 登録査定書
2008.02.27 設定納付書
2008.03.25 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

77

78

79

80

商標（見本）

商標

医療トータル・プランナー

ネットムービー

オープンエアリビングバルコ
ニー

ＡＩＲ ＢＡＮＤ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【44】医療情報の提供、医療看護に関するコンサルティング

41

【41】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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.10.18 願書
作
2005.11.09 認定･付加情報
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)
2006.10.20 拒絶査定

36

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2005.11.01 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2005.11.01 認定･付加情報
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.03 拒絶査定

41

【41】ショーの演出，ラジオ及びテレビ用放送番組の番組の制作，テレビジョン放送用娯楽 【中間記録情報】
番組の制作・配給，その他の放送番組の制作・配給，歌劇・音楽会・コンサートの企画，映 ［審査］
2005.10.21 願書
画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.08 手続補正書
2006.05.08 意見書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.05.29 認定･付加情報
2006.06.02 認定情報通知書
2006.06.02 認定情報通知書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

通常 2005-102243

通常 2005-102270

通常:
2005-102646
標準

通常 2005-103219

※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］
2005.10.18 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,37

81

キャルスアールエフアイディー
＼ＣＡＬＳ－ＲＦＩＤ

通常 2005-103618

44
82

美肌脱毛

マシンピラティス

通常:
2005-105695
標準

44
84

間欠低酸素

【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
【44】医業，医業・医療に関する情報の提供，運動療法

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 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)
2006.10.10 拒絶査定

通常:
2005-106327
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］
2005.11.04 願書
2005.12.14 出願人名義変更届
2005.12.14 手続補足書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.01.19 認定･付加情報
2006.06.30 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
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.11 認定情報通知書
2006.08.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 拒絶査定

通常 2005-105618

41

83

指定商品・役務
【12】船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並
びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその
部品及び附属品，自転車並びにその部品及び附属品，乳母車，車いす，人力車，そり，手
押し車，荷車，馬車，リヤカー，荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽
引車，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の
乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），タイヤ又はチューブの修繕用ゴ
ムはり付け片，乗物用盗難警報器，落下傘
【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
学器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
【44】脱毛を主とするエステティック美容，その他の美容

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.11.10 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)
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

2008/7/15
26／80

３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

85

ＫｅｙＳｔｒｏｋｅ

通常:
2005-108129
標準

42

86

ＲａｐｉｄＳＳＬ

通常:
2005-109118
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
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，電子計算機用プログラム
【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
【42】電子証明書の発行，電子証明書の発行に関する契約の代理又は媒介，電子署名の
付された電子文書が改ざんされていないことを証明する事務の提供，電子署名の付された
電子文書が改ざんされていないことを証明する事務の提供に関する契約の代理又は媒
介，公開鍵暗号方式にもとづく公開鍵及び秘密鍵の作成及び提供，公開鍵暗号方式にも
とづく公開鍵及び秘密鍵の作成及び提供に関する契約の代理又は媒介，公開鍵暗号方式
にもとづいて公開鍵の所有者を証明する事務の提供，公開鍵暗号方式にもとづいて公開
鍵の所有者を証明する事務の提供に関する契約の代理又は媒介，電子計算機用プログラ
ムの提供又は貸与，電子計算機用プログラムの提供又は貸与に関する契約の代理又は
媒介，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，インターネットサーバの貸与，イン
ターネットサイトに関する使用状況及びその統計に関する情報の提供，インターネットにお
けるホームページの設計及び作成，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な
操作をするための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，知的所有権の利用に関する契約の代理又は媒介，電子計
算機にアクセスする権利の利用に関する契約の代理又は媒介，電子計算機端末による通
信網にアクセスする権利の利用に関する契約の代理又は媒介，ウェブサイトにアクセスす
る権利の利用に関する契約の代理又は媒介，知的所有権に関する助言，電子計算機にア
クセスする権利に関する助言，電子計算機端末による通信網にアクセスする権利に関する
助言，ウェブサイトにアクセスする権利に関する助言，知的所有権の監視，電子計算機に
アクセスする権利の監視，電子計算機端末による通信網にアクセスする権利の監視，ウェ
ブサイトにアクセスする権利の監視，知的所有権の管理，電子計算機にアクセスする権利
の管理，電子計算機端末による通信網にアクセスする権利の管理，ウェブサイトにアクセス
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.21 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.06 拒絶査定
2008.04.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
42

87

ラピッドＳＳＬ

通常:
2005-109119
標準

09,16,35,37,42

88

Ｍｏｂｉｌｅ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎ 通常:
2005-109590
ｃｅ
標準

09,16,35,37,42

89

Ｍｏｂｉｌｅ Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ Ｉｎｆｏｒｍａ 通常:
2005-109591
ｔｉｏｎ
標準

09,16,35,37,42

90

Ｍｏｂｉｌｅ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｅｎｔｅｒｔａｉ 通常:
2005-109592
ｎｍｅｎｔ
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

【42】電子証明書の発行，電子証明書の発行に関する契約の代理又は媒介，電子署名の
付された電子文書が改ざんされていないことを証明する事務の提供，電子署名の付された
電子文書が改ざんされていないことを証明する事務の提供に関する契約の代理又は媒
介，公開鍵暗号方式にもとづく公開鍵及び秘密鍵の作成及び提供，公開鍵暗号方式にも
とづく公開鍵及び秘密鍵の作成及び提供に関する契約の代理又は媒介，公開鍵暗号方式
にもとづいて公開鍵の所有者を証明する事務の提供，公開鍵暗号方式にもとづいて公開
鍵の所有者を証明する事務の提供に関する契約の代理又は媒介，電子計算機用プログラ
ムの提供又は貸与，電子計算機用プログラムの提供又は貸与に関する契約の代理又は
媒介，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，インターネットサーバの貸与，イン
ターネットサイトに関する使用状況及びその統計に関する情報の提供，インターネットにお
けるホームページの設計及び作成，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な
操作をするための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，知的所有権の利用に関する契約の代理又は媒介，電子計
算機にアクセスする権利の利用に関する契約の代理又は媒介，電子計算機端末による通
信網にアクセスする権利の利用に関する契約の代理又は媒介，ウェブサイトにアクセスす
る権利の利用に関する契約の代理又は媒介，知的所有権に関する助言，電子計算機にア
クセスする権利に関する助言，電子計算機端末による通信網にアクセスする権利に関する
助言，ウェブサイトにアクセスする権利に関する助言，知的所有権の監視，電子計算機に
アクセスする権利の監視，電子計算機端末による通信網にアクセスする権利の監視，ウェ
ブサイトにアクセスする権利の監視，知的所有権の管理，電子計算機にアクセスする権利
の管理，電子計算機端末による通信網にアクセスする権利の管理，ウェブサイトにアクセス
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装容器，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，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【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，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装容器，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，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【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，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装容器，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，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【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，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.21 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.06 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.07.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.07.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.07.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.05 拒絶査定
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No.

91

92

93

94

95

商標（見本）

商標

微細気泡

ナノバブル活水浴

ナノバブルバス

種別 出願番号

区分

【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))
2006.06.21 手続補正書
2006.10.13 拒絶査定

44

【44】人又は動物に関する衛生及び美容に係わる役務

【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))
2006.06.21 手続補正書
2006.10.13 拒絶査定

44

【44】人又は動物に関する衛生及び美容に係わる役務

【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))
2006.06.21 手続補正書
2006.10.13 拒絶査定

44

【44】人又は動物に関する衛生及び美容に係わる役務

【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))
2006.06.21 手続補正書
2006.10.13 拒絶査定

36,41

【36】株式市況に関する情報の提供，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2005.11.30 願書
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 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.10.06 拒絶査定
の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株価指数先物オプション取引，株式の名
義書換の代理，株式及び債券の取引の媒介・取次ぎ又は代理，株式市況に関する助言，
株式事務の処理の代行，個別株式オプション取引
【41】株式投資に関する知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの
【03】育毛料，発毛料
【中間記録情報】
【05】育毛剤・発毛剤その他の毛髪用剤
［審査］
【10】頭髪の施術に用いるための医療用機械器具
2005.11.30 願書
【44】美容，理容，頭髪の発毛・育毛・増毛若しくは植毛に関する診断又は施術並びにこれ 2005.11.30 認定･付加情報
らに関する情報の提供，頭髪の施術に用いるための医療用機械器具の貸与
2006.05.25 刊行物等提出書
2006.06.22 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)
2006.06.30 刊行物等提出による通知書
2006.07.28 手続補正書
2006.07.28 意見書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.07.31 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

通常 2005-111991

通常 2005-111992

通常 2005-111993

ナノバブル＼ＮＡＮＯＢＵＢＢＬＥ 通常 2005-111994

株学

自毛復活

通常:
2005-112174
標準

通常:
2005-112207
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】人又は動物に関する衛生及び美容に係わる役務

03,05,10,44

96

指定商品・役務

44

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

2008/7/15
29／80

３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

97

98

商標（見本）

商標

ネット不動産取引所

エース宝島

種別 出願番号

区分

ペアライド＼Ｐａｉｒ Ｒｉｄｅ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

29,30,35

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
く。），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，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シヤーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
ム用安定剤
【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，求人情報の提供，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又
は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，電子計算機・タイプライター・テ
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附
属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕
用ゴムはり付け片
【41】文化又は教育のためのオートバイの展示会の企画・運営又は開催，オートバイによる
ツーリングの企画，モータースポーツのイベントの企画・運営，二輪自動車の運転の教授，
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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.10.19 拒絶査定

通常:
2005-112222
標準

通常:
2005-112342
標準

通常 2005-112921

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

中間記録

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
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，建物
における中古物件の買い取り価格の評価

12,41

99

指定商品・役務

36

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.31 意見書
2006.08.02 手続補足書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶査定
2007.02.01 手続補正書
2007.02.01 手続補足書
2007.06.15 手続補正書(方式)
2007.09.28 手続補正書
2007.12.14 登録料納付
［登録］
2007.12.10 登録査定書
2007.12.14 設定納付書
2008.01.15 登録証
2008.01.29 登録証(再発行)
2008.02.08 登録証(再発行)

2008/7/15
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,38,41,42

100

ＰＥＮＴＩＵＭ ＩＮＳＩＤＥ

通常:
2005-113350
標準

09,16,41,45

101

金口訣

通常:
2005-113778
標準

09,16,37,42

102

ＳＹＳＴＥＭ Ｘ３

優先:
2005-114215
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】コンピュータ，コンピュータハードウエア，コンピュータシステムを操作・保守するための
コンピュータファームウエア用コンピュータプログラム，半導体，マイクロプロセッサ，集積回
路，マイクロコンピュータ，コンピュータチップセット，コンピュータ用マザーボード・ドーター
ボード，コンピュータ用グラフィックスボード，コンピュータ周辺機器及びコンピュータと共に
使用する電子機器，キーボード，トラックボール，コンピュータ用マウス装置，コンピュータ
用入力装置，コンピュータ用モニター，音声・映像・画像・グラフィックス・データの記録用・
処理用・受信用・再生用・送信用・修正用・圧縮用・解凍用・ブロードキャスト用・併合用・改
良又は拡張用の装置及び機器，コンピュータの操作用及び制御用のアルゴリズムソフトウ
エアのプログラム，コンピュータ用構成部品の検査・測定用電子装置，ネットワーク管理用
のコンピュータプログラム，コンピュータユーティリティプログラム，コンピュータオペレーティ
ングシステム用ソフトウエア，音声・映像・画像・グラフィックス・データの記録用・処理用・受
信用・再生用・ブロードキャスト用・併合用・改良又は拡張用のコンピュータプログラム，ウ
エブページ設計用コンピュータプログラム，グローバルコンピュータネットワークに接続し利
用するためのコンピュータプログラム，コンピュータと共に使用するためのカメラ及びデジタ
ルカメラ，コンピュータ・コンピュータソフトウエア・テレビ会議用機器・電話会議用機器と共
に使用されるヘッドセット装置，その他の電子応用機械器具及びその部品，コンピュータ
ネットワーク用ハードウエア，コンピュータネットワーク用アダプター・スイッチ・ルーター・ハ
ブ，ビデオ機器，ビデオ回路ボード，セットトップボックス（コンピュータ及びグローバルコン
ピュータネットワークとテレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送及びテレビ受信・送信装
置とのインターフェイス及び制御用装置），テレビ会議用・電話会議用・文書の交換・編集用
の機器及び装置，その他の電気通信機械器具，前記商品の検査装置，コンピュータ・電気
通信・娯楽・電話技術・無線通信に関するダウンロード可能な電子出版物，その他の電子
出版物，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
【09】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な電子計算機用プログラム，ダウンロード可能な電子出版物，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，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，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
【09】電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用ユーザーマ
ニュアルを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，
電気通信機械器具，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子計算機用プログラ
ム，電子出版物
【16】紙類，印刷物，文房具類
【37】映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，写真機械器具の修理又は保
守，事務用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（電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，
集積回路製造装置の修理又は保守，電子計算機の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守の助言，電子計算機の貸与，コンピュータネットワークシステムの保守（コン
ピュータのハードウェアを除く。），電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操
作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方
法等に関する紹介及び説明，電子計算機データの暗号化処理，電子商取引における第三
者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明，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の暗号化及び保全のために用いるコンピュータプロ
グラムの設計・作成又は保守，インターネットを利用したコンピュータソフトウェアの提供，電

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.05.23 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))
2006.10.17 拒絶査定
2007.04.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.07 優先権証明書提出書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.01.12 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.17 拒絶査定
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103

104

105

商標（見本）

商標

顧客激増

種別 出願番号

区分

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，
電子商取引を利用した商品の販売に関する情報の提供及びインターネットによる商品の販
売並びに電子商取引に係る事業の管理・運営・情報の提供，ホテルの事業の管理，職業
のあっせん，競売に運営，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，インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事
務処理代行

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2005.12.08 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.08 手続補正書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.08 意見書
2006.10.20 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及びインターネットによる商品の販売並びに役務の提供
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，インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する
事務処理代行
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2005.12.08 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.20 拒絶査定

通常:
2005-114273
標準

ビーティーオーイーシー＼ＢＴＯ
通常 2005-114936
ＥＣ

ビルドトゥーオーダーイーコマー
ス＼Ｂｕｉｌｄ Ｔｏ Ｏｒｄｅｒ Ｅ Ｃｏ 通常 2005-114937
ｍｍｅｒｃｅ

計算機用プログラムの提供，デザインの考案，気象情報の提供，電子計算機の貸与

コンテンツＲＳＳ＼ｃｏｎｔｅｎｔｓｒｓｓ 通常 2005-116029

※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】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 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2005.12.06 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
グラムの提供
2006.04.21 通知書(却下処分前通知)
2006.04.24 手続補正書(方式)
2006.05.25 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 代理人受任届
2006.09.04 意見書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.14 認定･付加情報
2006.10.10 伺い書
2006.10.20 伺い回答書
2006.10.30 拒絶査定
2006.11.28 手続補正書
2007.01.15 手続補正書
2007.01.16 手続補正書
2007.11.05 登録料納付
［登録］
2007.11.02 登録査定書
2007.11.05 設定納付書
2007.12.04 登録証

42

106

指定商品・役務

42
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.12.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定
2006.11.07 再送
2006.12.19 再送
2007.04.10 官報公告
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No.

107

108

商標（見本）

商標

ＳＴＯＮＥＳＰＡ

ＯＮ ＡＩＲ

種別 出願番号

区分

サウンドノベル・ポータブル

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.06 拒絶査定
2006.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

41,42

【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，オンラインによる電子書籍・音楽・画像・映像の提供，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画像・映像・
音楽・ゲームの提供に関する情報の提供，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演
奏，放送番組の制作，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
【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
【09】レコード，メトロノーム，業務用テレビゲーム機，映写フィルム，スライドフィルム，スライ
ドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，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，アニメーション映画の映写フィルム，アニメーション用画像情報を記憶させたＤＶＤ，ア
ニメーションを内容とした録画済ビデオテープ，電子出版物
【16】紙類，紙製包装用容器，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，紙製のぼり，紙製旗，印刷物，書画，写真，写真立て
【28】かるた，歌がるた，トランプ
【38】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，移動体電話による通信，テ
レックスによる通信，電子計算機端末による通信，電話による通信，報道をする者に対する
ニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【41】美術品の展示，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，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。），当せん金付証票の発売，電子計算機端末による通信を
利用したゲームの提供，娯楽施設の提供，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，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，イ
ンターネットを利用したアニメーション映画の上映・制作又は配給，電子出版物の提供，携
帯電話による通信を用いたゲームの提供，家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用い
たゲームの提供，携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いたゲームの提供，書

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.31 意見書
2006.08.01 手続補足書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶査定
2006.11.20 出願取下書
2006.11.20 手続補足書
2006.12.21 認定･付加情報
2006.12.22 認定･付加情報

通常 2005-116040

通常:
2005-116082
標準

通常:
2005-116083
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】岩盤浴による入浴施設の提供

09,16,28,38,41

109

指定商品・役務

44
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 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

110

Ｔｈｒｅａｔ Ａｗａｒｅｎｅｓｓ Ａｕｄｉｔ
Ｓｅｒｖｉｃｅ

通常:
2005-116133
標準

35

111

天然鉱石＼ブラックシリカ

通常 2005-116583

09,16,41,45

112

金口訣占術

指定商品・役務
【09】電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクに記録した電子出版
物，その他の電子出版物，電気通信機械器具，コンピュータ用プログラムを記憶させた電
子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の記録媒体，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，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，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，計算尺，レコード，メトロ
ノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィ
ルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ
【42】コンピュータウイルスの種類・特徴・傾向・侵入又は感染事例・駆除方法・防御策・対
【35】インターネットにおける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，広告，市場調査

通常:
2005-116986
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］
2005.12.12 願書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.03 意見書
2006.08.03 認定･付加情報
2006.08.03 手続補足書
2006.08.31 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶査定
2007.02.01 手続補正書
2007.02.01 手続補足書
2007.09.26 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］
2007.09.05 登録査定書
2007.09.26 設定納付書
2007.10.30 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.12.21 手続補正書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2006.05.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

【09】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた 【中間記録情報】
［審査］
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な電子計算機用プログラム，ダウンロード可能な電子出版物，電子計算機用プ 2005.12.13 願書
2005.12.13 認定･付加情報
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電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機 2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
項16号)
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑 2006.10.23 拒絶査定
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，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，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41,45

113

面相占術

通常:
2005-116987
標準

09,37,42

114

ｉ－ＣＡＭＥＲＡ

通常:
2005-116999
標準

42

115

メール・フォレンジクス

通常:
2005-117414
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】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な電子計算機用プログラム，ダウンロード可能な電子出版物，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，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，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
【09】ビデオカメラ，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
【37】監視カメラの取付け工事，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
【42】不正アクセスからシステムを防御しコンピュータネットワークのセキュリティを保護する
ためのコンピュータプログラムその他のコンピュータプログラムの設計・作成及び保守並び
にこれらに関する助言又は情報の提供，コンピュータシステムの設計・作成及び保守並び
にこれらに関する助言，通信ネットワークシステムの設計・作成及び保守並びにこれらに関
する助言，コンピュータセキュリティ対策のためのコンピュータプログラムの保守に関する助
言，コンピュータセキュリティシステムの遠隔監視及びこれらに関する助言又は情報の提
供，電子計算機の貸与
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 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)
2006.10.10 拒絶査定
2007.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.02.06 手続補正書(方式)
2006.02.17 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)
2006.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.06 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,19,37

116

白金担持超光触媒

通常:
2005-117909
標準

16,38,41,42

117

ＣＯＲＥ ＩＮＳＩＤＥ

通常:
2005-117953
標準

36
118

§ＢＥ

通常 2005-118067

29,30,35

119

新鮮館宝の島

通常:
2005-118342
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

【01】化学品
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構
築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又
は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，
建造物組み立てセット（金属製のものを除く。），木材，石材，建築用ガラス，建具（金属製
のものを除く。）
【37】建築一式工事，ガラス工事，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，塗装工事，内装仕上工事，自動車の修理又は整備，鉄道車両の修理又は
整備，医療機械器具の修理又は整備，エレベーターの修理又は保守，暖冷房装置の修理
又は保守，電気通信機械器具（電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の
修理又は保守，電話機の修理，ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理，美容院又は
【16】包装用紙，その他の紙類，バインダー，ブックエンド，しおり，筆箱，メモ帳，メッセージ
カード，粘着式のメモ帳，机上用メモ帳，カレンダー式メモ帳，ペン，鉛筆，フォルダー，ペー
パーウェイト，ペン・鉛筆立て，定規，消しゴム，サインペン，クレヨン，白墨，机上文房具，
デスクオーガナイザー，自動車バンパーに貼付するステッカー，その他の文房具類，カレン
ダー，コンピュータに関する指導マニュアル書，報告書，コンピュータ・電気通信・娯楽・電
話技術・無線通信に関する印刷物，その他の印刷物，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，文書裁断機，郵便料金
計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型版，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付属
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，書画
【38】コンピュータのグローバルネットワークによる通信，双方向及び非双方向の音声・映
像・デジタル信号のブロードキャスト・送信・受信，その他のマルチメディアによる通信及び
デジタル方式による通信，双方向及び非双方向の音声・データ・画像・呼び出しメッセージ・
ファクシミリ・情報の送信及び受信，電話会議通信，テレビ会議通信，チャットルーム及びイ
ンスタントメッセージングによる通信，電気通信に関する指導・助言・技術情報の提供，そ
の他の電気通信（放送を除く），放送，報道をするものに対するニュースの供給，電話機・
ファクシミリその他の通信機器の貸与
【41】コンピュータ・電気通信・コンピュータネットワーキングの分野における教育のための会
議及びセミナーの手配及び開催並びにこれらに関する教材の配布，その他のセミナーの
企画・運営又は開催，他人のためのコンピュータ・電気通信・コンピュータネットワーキング
【36】ショッピングセンターにおける店舗の貸与，その他の建物の貸与，建物の管理，建物
の貸借の代理又は媒介，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及び指導，建物又は土地の情報の提
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)
2006.04.28 通知書(却下処分前通知)
2006.05.18 手続補正書(方式)
2006.06.16 認定･付加情報
2006.06.16 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
く。），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，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シヤーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
ム用安定剤
【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，求人情報の提供，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又
は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，電子計算機・タイプライター・テ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.08.02 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.10.26 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.06.06 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))
2006.10.24 拒絶査定
2007.04.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.02 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

120

セキュアワイヤレスＬＡＮらくモ
デル

通常:
2005-118973
標準

09,42

121

セキュアリモートアクセスらくモ
デル

通常:
2005-118974
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
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，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Ｃ
Ｄ－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，
【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，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Ｃ
Ｄ－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，
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 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 手続補正書
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 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 手続補正書
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

122

認証ＶＬＡＮらくモデル

通常:
2005-118975
標準

09,42

123

ワーム対策らくモデル

通常:
2005-118976
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
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］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

124

情報漏えい対策ソリューション

通常:
2005-118977
標準

09,42

125

ＰＣセットアップフリーモバイルソ 通常:
2005-118978
リューション
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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

126

不正アクセス対策ソリューション

通常:
2005-118979
標準

09,42

127

データ集中化ソリューション

通常:
2005-118980
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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

128

セキュアＩＰテレフォニーソリュー 通常:
2005-118981
ション
標準

09,42

129

ファイアウォールらくモデル

通常:
2005-118982
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
【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，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Ｃ
Ｄ－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，

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定
2006.11.14 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人変更届
2007.12.05 登録料納付
［登録］
2007.11.16 登録査定書
2007.12.05 設定納付書
2008.01.08 登録証
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 手続補正書
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

130

サーバ負荷分散らくモデル

通常:
2005-118983
標準

09,42

131

プロキシサーバらくモデル

通常:
2005-118984
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
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］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

132

帯域制御らくモデル

通常:
2005-118985
標準

09,42

133

物理セキュリティ

通常:
2005-118986
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
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］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

134

物理セキュリティソリューション

通常:
2005-118987
標準

09,41

135

最強映画ガイド

通常:
2005-119068
標準

35

136

メーカー物流

通常:
2005-119506
標準

09,16,35,41

137

販売士検定試験

通常:
2005-119607
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
【09】電子出版物，電子応用機械器具及びその部品，ダウンロード可能な携帯電話の着信
用音楽又は音声，ダウンロード可能な携帯電話の着信用動画，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，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
【41】電子出版物の提供，インターネット又は携帯電話による通信を用いて行う映画の上
映・制作又は配給に関する情報の提供，インターネット又は携帯電話による通信を用いて
行う映画の興行の企画又は運営に関する情報の提供，インターネット又は携帯電話による
通信を用いて行う映画の提供，インターネット又は携帯電話による通信を用いて行う画像・
音楽・音声・映像の提供，インターネット又は携帯電話による通信を用いて行う携帯電話の
着信用音楽又は音声の提供，インターネット又は携帯電話による通信を用いて行う携帯電
話の着信用動画の提供，映画の上映・制作又は配給及びこれらに関する情報の提供，映
画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供，
興行場の座席の手配及びこれに関する情報の提供，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，放送番組の制作，放送番組の制作における演出，娯楽
施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，映写フィルムの
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
【35】物流に関する事業のコンサルティング・企画・立案・助言及び情報の提供，配送業務
の事務の代行，運輸業務の事務の代行，商品販売業務の事務の代行，経理の事務の代
行，総務の事務の代行，車両管理業務の事務の代行，商品・倉庫・入出庫管理業務の事
務の代行，人事に関する事務の代行

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 拒絶査定

【09】販売士検定試験を内容とする学習参考書の内容を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，販売士検
定試験を内容とする録音済み磁気ディスク・磁気テープ，販売士検定試験を内容とする録
画済みビデオディスク・ビデオテープ
【16】販売士検定試験を内容とする印刷物，販売士検定試験を内容とするカタログ，販売士
検定試験を内容とする書籍，販売士検定試験を内容とするパンフレット
【35】販売士検定試験を内容とする職業（職種・職務）適性検査
【41】インターネットを利用した販売士検定試験を内容とする検定試験・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販売士検定試験を内容とする検定試験・模擬試験
に関する企画・運営・実施，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
利用した販売士検定試験を内容とする知識の教授，技芸又は知識の教授，人材派遣によ
る販売士検定試験を内容とする検定試験・模擬試験の企画・運営・実施

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.05.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.09 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.06.30 手続補正書
2006.08.07 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.08.14 手続補正書
2006.10.02 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2005.12.20 物件提出書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.01.27 認定･付加情報
2006.07.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.26 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.
138

139

140

141

商標（見本）

商標
福島民間救急サービス

生涯取引

§東京ホテル

エンタープライズセキュリティ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【39】自動車による患者の移送

41

【41】生涯取引に関するコンサルティング指導，生涯取引に関するセミナーの企画・運営・開 【中間記録情報】
催，生涯取引に関する助言・指導，生涯取引に関する試験の実施，生涯取引に関する理 ［審査］
2005.12.08 願書
解，生涯取引に関する電子出版物の提供，生涯取引に関する書籍の制作
2006.01.10 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.11 意見書
2006.07.11 手続補足書
2006.07.11 代理人受任届
2006.07.13 手続補足書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.08.11 認定･付加情報
2006.08.11 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

43

【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，会議室の貸与，展示室の貸与，布団の貸与，カーテンの貸与，家具
の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

09,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

通常:
2005-119633
標準

通常:
2005-120141
標準

通常 2005-120182

通常:
2005-120467
標準

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

中間記録

39

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41,43,45

142

ウエディングデスク

通常:
2005-120702
標準

41
143

今日の漢字

通常:
2005-120772
標準
37

144

一階全面床暖房の家

通常:
2005-121390
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，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，セミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催，求人に関す
る講習会の企画・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。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器
【41】通信ネットワークを利用して行う情報の提供，教育・文化・娯楽用の電子出版物の提
供，試験問題・書籍の制作，漢字・日本語の知識の教授，セミナー・検定の企画・運営又は
開催，映画・演劇・放送番組・ビデオ・書籍の制作に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
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，建物外構工事，造園工事，建物外壁工事，建物の外壁の修理，建物の増築・改築・修
繕の工事，建築設備の運転，エレベーターの修理又は保守，火災報知機の修理又は保
守，浄水装置の修理又は保守，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，家具
の修理，建具の修理，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，有害動物の防除（農業・園芸又は

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 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))
2006.10.06 拒絶査定

2008/7/15
46／80

３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

145

オフィスラックサーバ

通常:
2005-121673
標準

43

146

ひつまぶし

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
【43】飲食物の提供

通常 2005-121903

※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］
2005.12.27 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.01 意見書
2006.08.02 物件提出書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定
2006.11.06 手続補正書
2007.01.09 手続補正書(方式)
2008.01.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,37

147

ＢＡＴＴＥＲＹ ＭＡＲＴ

通常 2005-121995

38

148

ＨＡ ハイアベイラビリティ

指定商品・役務

中間記録

【09】電池，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，レギュレーター，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，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，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，電気磁気測定器
【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，電子計算
機用電池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，印刷用又は製本用の
機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又
は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴製造
機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム
製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保守，半導体製造装
置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，製材用・
木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理又は保守，たばこ
製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械器具の修理又は
保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プラスチック加工機
械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修理又は保守，貯蔵
槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機械式駐車装置の
修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，
業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又は保守，乗物用
洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守，動力付床洗浄機の修理又は保
守，遊園地用機械器具の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，インターネットその他の電気通信ネッ
トワークヘの接続の提供，電子計算機端末による通信，電報による通信，電話による通
信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ
放送，有線ラジオ放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファクシミリその
他の通信機器の貸与，電気通信に関する情報の提供，回線のリセール，通信ネットワーク
加入契約の取次ぎ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.13 拒絶査定

通常:
2005-122094
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］
2005.12.27 願書
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.02.08 手続補正書(方式)
2006.03.07 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)
2006.08.23 意見書
2006.08.23 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定
2007.01.31 手続補正書(方式)
2008.05.27 登録料納付
［登録］
2008.03.08 登録査定書
2008.05.16 出願却下処分前通知
2008.05.27 設定納付書
2008.06.17 登録証

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

149

ＨＡ ハイアベイラビリティ

通常:
2005-122095
標準

42

150

ＨＡ ハイアベイラビリティ

通常:
2005-122096
標準

41
151

ライフデザイン学科

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.02.08 手続補正書(方式)
2006.03.07 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)
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 認定･付加情報
2006.08.23 認定･付加情報
2006.08.23 意見書
2006.10.06 拒絶査定
2007.01.31 手続補正書(方式)
2008.05.27 登録料納付
［登録］
2008.03.08 登録査定書
2008.05.16 出願却下処分前通知
2008.05.27 設定納付書
2008.06.17 登録証

【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1項各号)
2006.10.03 拒絶査定

通常:
2005-122138
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に関する情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体
に関する情報の提供，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教に関する情報の提供，
植物の供覧に関する情報の提供，動物の供覧に関する情報の提供，美術品の展示に関
する情報の提供，庭園の供覧に関する情報の提供，洞窟の供覧に関する情報の提供，映
画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供，映画の上
映・制作又は配給，演芸の上演に関する情報の提供，演劇の演出又は上演に関する情報
の提供，音楽の演奏に関する情報の提供，放送番組の制作に関する情報の提供，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，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。）に関する情報の提供，競馬の企画・運営
又は開催に関する情報の提供，競輪の企画・運営又は開催に関する情報の提供，競艇の
企画・運営又は開催に関する情報の提供，小型自動車競走の企画・運営又は開催に関す
る情報の提供，音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供，運動施設の提
供に関する情報の提供，娯楽施設の提供に関する情報の提供，映画・演芸・演劇・音楽又
は教育研修のための施設の提供に関する情報の提供，興行場の座席の手配，映画機械
器具の貸与に関する情報の提供，映写フィルムの貸与に関する情報の提供，楽器の貸与
に関する情報の提供，運動用具の貸与に関する情報の提供，テレビジョン受信機の貸与，
ラジオ受信機の貸与，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に関する情報の提供，ポジフィルムの貸与に関する情報の提供，
おもちゃの貸与に関する情報の提供，遊園地用機械器具の貸与に関する情報の提供，遊
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量に関する情報の提供，地質の調査に関する情
報の提供，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・検査又は研究に関する情報の提供，建築又は都市計画に関
する研究に関する情報の提供，公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供，
電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究に関する情報の提供，農業・畜
産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供，機械器具に関する試験又
は研究，工業所有権に関する情報の提供，著作権に関する情報の提供，社会保険に関す
る情報の提供，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に関する情報の提供，製図用具の貸与に関する情報の提供

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.02.08 手続補正書(方式)
2006.03.09 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)
2006.08.23 意見書
2006.08.23 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定
2007.01.31 手続補正書(方式)
2008.05.27 登録料納付
［登録］
2008.03.08 登録査定書
2008.05.16 出願却下処分前通知
2008.05.27 設定納付書
2008.06.17 登録証
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

152

キャッシュフロー簿記

通常:
2005-122187
標準

14,18,20,21,24,25,3
5

153

§台湾紅＼ＴＡＩＷＡＮ ＡＮＧ
［ａ］

通常 2005-122446

※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】技芸・スポーツ又は知識の教授，コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽の演
奏・映画の上映に関する情報の提供，コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽の演
奏・映画用映像・音声の提供，研究用教材に関する情報の提供及びその仲介，ビジネス・
健康・その他のセミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，
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，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，教育・文化・娯楽・スポー
ツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く），映画・演芸・演劇・音楽又は教
育研修のための施設の提供，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作の
ために使用されるものの操作，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，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，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，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，当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動
施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映
写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
【14】貴金属，宝玉，宝飾品，指輪，ネックレス，カフスボタン，ネクタイピン，その他の身飾
品，貴金属製宝石箱，腕時計，その他の時計，貴金属製食器類，皮革製キーホルダー
【18】アタッシェケース，旅行かばん，旅行用トランク，ハンドバッグ，その他のかばん類，携
帯用化粧道具入れ，財布，かさ，ステッキ，皮革，擬革，愛玩動物用被服類，
【20】棚（家具），食器戸棚，木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の美術品，まくら，座布
団，クッション，スリーピングバッグ，うちわ，宝石箱（貴金属製のものを除く。），木製・竹製
又は・プラスチック製の包装用容器，貝殻，象牙，こはく，さんご，鏡，額縁，窓の付属品（金
属製のものを除く。），くぎ・ねじくぎ（金属製のものを除く。），錠（電気式及び金属製のもの
を除く。），ししゅう用枠，額縁用飾り縁
【21】カップ，鉢，はし，盆（貴金属製のものを除く。），つぼ，なべ，ブラシ，歯ブラシ，花瓶，
植木鉢，風鈴，磁器製装飾品，水晶製・テラコッタ製又はガラス製の造形品，燭台（貴金属
製のものを除く。），香料くん焼器，ガラス製容器，陶磁器，未加工又は半加工のガラス（建
築用のものを除く。），化粧用具セット，雑巾，ごみ箱，スポンジ，アイスペール，魔法瓶，家
事用手袋，園芸用手袋，清掃用手袋
【24】布地，布団，ふとん袋，シーツ，まくらカバー，蚊帳，ブランケット，織物製壁掛け，タペ
ストリー（壁掛け），カーテン，暖簾，タオル，バスタオル，ハンカチ，浴用手袋，のぼり及び
旗（紙製のものを除く。），反物
【25】被服，くつ，ベルト，バンダナ，シルクスカーフ，ネクタイ，布製幼児用おしめ，帽子，耳
覆い，靴下，保温用サポーター，マフラー，腰帯，エプロン
【35】商業又は広告のための展示会の企画・運営，テレビ又はインターネットによる商品の
通信販売の取次ぎ，コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告，その他の広
告，広告の企画，広告の代理，広告物の出版，広告の代理，郵便による広告物の配布，
ショーウインドーの設計及び装飾，広告用具の貸与，広告場所の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.25 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.31 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

154

Ｂａｌａｎｃｅ Ｕｐ Ｅｘｅｒｃｉｓｅ＼バ
通常 2005-123823
ランスアップエクササイズ

09,42

155

ＯｆｆｉｃｅＲａｃｋＳｅｒｖｅｒ

通常:
2006-000347
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，金属溶接機，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
器，ガス漏れ警報機，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗り物の故障の警
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，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ー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ＤＶＤ・ビデオディスク・ビデオテープ及びＣＤ－Ｒ，電子出
版物
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，フィットネス・エクササイズ
及びウエイトトレーニングに関する教授，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
【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］
2005.12.27 願書
2006.07.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 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

156

ＯＦＦＩＣＥＲＡＣＫＳＥＲＶＥＲ

通常:
2006-000348
標準

09,41

157

ナンプレ

通常:
2006-000617
標準

35

158

Ｙｏｕｒ １ｓｔ．

通常:
2006-000671
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
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】家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，インターネット等の電子計算機端末通信によりダウン
ロードされる家庭用テレビゲームソフトウェア，コンピュータ用ゲームソフトウェア，家庭用テ
レビゲームおもちゃまたは業務用ビデオゲーム機を利用しダウンロード可能なゲームソフト
ウェア，電子計算機端末による通信で提供される電子計算機用プログラム又は家庭用テレ
ビゲームソフト，電子計算機端末または電気通信機械器具を利用したダウンロード可能な
コンピュータ用ゲームソフトウェア，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路
及びＣＤ－ＲＯＭ，電子計算機用プログラム（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。），電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体，光学式記録媒
体，磁気記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，業務
用テレビゲーム機，録音又は録画済み磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・コンパクトディスク・ＤＶ
Ｄ，ダウンロード可能な音声・音楽・画像・映像・文字，電子出版物
【41】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，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に関する情報の提供，インターネット等の電子
計算機端末通信を利用して行なうコンピュータゲームイベントの企画・運営または開催，オ
ンラインによるゲームの提供，ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・電子回
路・磁気ディスク・磁気テープ・光学式記録媒体の貸与，コンピュータネットワークによる画
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断及び指導，不動産に関する市場調
査，その他の市場調査，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，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，経営情報の提供，人材派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこ
れらに準ずる事務用機器の操作，人材派遣による文書・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，人材派遣による新商品の開発・販売計画の作成等に必要
な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理・若しくは
分析，人材派遣による貸借対照表・損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務
の処理又は監査若しくは証明，人材派遣による建築物における来訪者の受付又は案内，
一般事務の代理又は代行，計算経理事務の代理又は代行，年金に関する一般的な事務
の代行，マネキン人形の貸与，タイムレコーダーの貸与，自動スタンプ打機の貸与，会計
機の貸与，キャッシュレジスタの貸与，広告場所の貸与（商業又は広告のための展示施設
の貸与を含む），広告用具の貸与，コピーボードの貸与，事務用什器・備品の貸与，シュ
レッダーの貸与，商品陳列用什器等のディスプレイ什器の貸与，電子式卓上計算機の貸
与，光ディスクファイリングの貸与，ラベルプリンターの貸与，機械式接着テープディスペン
サーの貸与，ファイリングシステム機器の貸与，株式の公開計画立案・指導・株式評価算
定，職業（職種・職務）適性検査，秘書，電子計算機を用いて行なう計算処理のためのデー
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.07.07 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))
2006.10.27 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
39

159

Ｙｏｕｒ １ｓｔ．

通常:
2006-000675
標準

42

160

Ｙｏｕｒ １ｓｔ．

通常:
2006-000678
標準

35

161

Ｆｉｎｅｓｔ Ｗａｙ

通常:
2006-000682
標準

39

162

Ｆｉｎｅｓｔ Ｗａｙ

通常:
2006-000686
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

【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，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，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，郵便，
冷凍機械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除
く。）の貸与，タクシーによる輸送の質の証明，受託による新聞の配達，ヘリコプターの貸
与，コンテナの貸与，立体駐車場の貸与，貨車その他鉄道車両の貸与，オートバイその他
【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又は製図，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，電子計算機などを用いて行なう情報処理，電子計算機用データに基づく
出力の代行，商品若しくはその包装のデザイン・商品の陳列又は商品若しくは企業等の広
告のために使用することを目的として作成するデザインの考案，建設物内における照明器
具・家具等のデザイン又は配置に関する考案，科学に関する研究又は科学に関する知識
若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の開発，公的年金に関する手続の代
理，コンピュータネットワークによる検索エンジンの提供，インターネットサーバーの記憶領
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断及び指導，不動産に関する市場調
査，その他の市場調査，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，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，経営情報の提供，人材派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこ
れらに準ずる事務用機器の操作，人材派遣による文書・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，人材派遣による新商品の開発・販売計画の作成等に必要
な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理・若しくは
分析，人材派遣による貸借対照表・損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務
の処理又は監査若しくは証明，人材派遣による建築物における来訪者の受付又は案内，
一般事務の代理又は代行，計算経理事務の代理又は代行，年金に関する一般的な事務
の代行，マネキン人形の貸与，タイムレコーダーの貸与，自動スタンプ打機の貸与，会計
機の貸与，キャッシュレジスタの貸与，広告場所の貸与（商業又は広告のための展示施設
の貸与を含む），広告用具の貸与，コピーボードの貸与，事務用什器・備品の貸与，シュ
レッダーの貸与，商品陳列用什器等のディスプレイ什器の貸与，電子式卓上計算機の貸
与，光ディスクファイリングの貸与，ラベルプリンターの貸与，機械式接着テープディスペン
サーの貸与，ファイリングシステム機器の貸与，株式の公開計画立案・指導・株式評価算
定，職業（職種・職務）適性検査，秘書，電子計算機を用いて行なう計算処理のためのデー
【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，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，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，郵便，
冷凍機械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除
く。）の貸与，タクシーによる輸送の質の証明，受託による新聞の配達，ヘリコプターの貸
与，コンテナの貸与，立体駐車場の貸与，貨車その他鉄道車両の貸与，オートバイその他

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.07.07 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))
2006.10.27 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.07.07 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))
2006.10.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.07.07 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))
2006.10.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.07.07 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))
2006.10.27 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
42

163

Ｆｉｎｅｓｔ Ｗａｙ

通常:
2006-000689
標準

39

164

Ｗｉｔｈ Ｖｉｓｉｏｎ

通常:
2006-000697
標準

07,09,37
165

166

167

株式会社 新川

ジェーピー

ジェーピー

通常 2006-000910

ジェイピイ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.07.25 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))
2006.10.24 拒絶査定
2008.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

39

【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，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，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，郵便，
冷凍機械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除
【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

通常:
2006-001038
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.07.07 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))
2006.10.27 拒絶査定

【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ 【中間記録情報】
［審査］
クシミリその他の通信機器の貸与
2006.01.10 願書
2006.06.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.26 拒絶査定

通常:
2006-001037
標準

通常:
2006-001039
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.07.07 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))
2006.10.27 拒絶査定

38

38
168

指定商品・役務
【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又は製図，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，電子計算機などを用いて行なう情報処理，電子計算機用データに基づく
出力の代行，商品若しくはその包装のデザイン・商品の陳列又は商品若しくは企業等の広
告のために使用することを目的として作成するデザインの考案，建設物内における照明器
具・家具等のデザイン又は配置に関する考案，科学に関する研究又は科学に関する知識
若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の開発，公的年金に関する手続の代
理，コンピュータネットワークによる検索エンジンの提供，インターネットサーバーの記憶領
【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，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，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，郵便，
冷凍機械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除
く。）の貸与，タクシーによる輸送の質の証明，受託による新聞の配達，ヘリコプターの貸
与，コンテナの貸与，立体駐車場の貸与，貨車その他鉄道車両の貸与，オートバイその他
【07】半導体製造装置
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【37】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，電気通信機
械器具の修理又は保守
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.06.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.26 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.06.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.26 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
39

169

ジェイピイ

171

172

173

174

毒抜き手技

岩瀬華月

和楽

株式会社オギハラ

モバイル学生証

41

【41】生け花の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 手続補正書
2006.06.30 物件提出書
2006.06.30 意見書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.10.19 拒絶査定
2006.12.11 手続補正書
2006.12.11 手続補正書
2006.12.11 代理人受任届
2006.12.11 物件提出書
2008.01.25 登録料納付
［登録］
2008.01.10 登録査定書
2008.01.25 設定納付書
2008.02.19 登録証

43

【43】活魚料理及び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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.06 拒絶査定
2006.12.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

07,12,40

【07】金属用金型，プレス用金型
【12】自動車の部品及び附属品
【40】金型の加工，金型の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.23 拒絶査定

09,38,42

【09】電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【38】移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，その他の電気通信（放送を除 ［審査］
く。）
2006.01.17 願書
【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 2006.06.27 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)
2006.10.03 拒絶査定

通常:
2006-001040
標準

通常:
2006-001286
標準

通常:
2006-001307
標準

通常:
2006-001382
標準

通常 2006-001882

通常:
2006-002811
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］
2006.01.10 願書
2006.06.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.26 拒絶査定

44
170

指定商品・役務
【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，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，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，郵便，
冷凍機械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除
【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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.03 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

175

176

商標（見本）

商標

モバイル身分証明書

基礎舞踊体操

種別 出願番号

区分

スマートピラティス

41

【41】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 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2006.01.04 願書
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 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.10.13 拒絶査定
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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
【中間記録情報】
供，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 ［審査］
2006.01.18 願書
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
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.10.03 拒絶査定
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。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，
娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，映画機械器
具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，図書の貸与，レコード又
は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジ
【35】職業のあっせん，求人情報の提供，求職情報の提供，人材の派遣による文書磁気
【中間記録情報】
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，インターネットを使用した職業 ［審査］
のあっせん，インターネットを使用した求人情報の提供，インターネットを使用した求職情報 2006.01.19 願書
の提供，職業のあっせんに関する情報の提供及びコンサルティング，人材の募集に関する 2006.01.23 手続補足書
2006.02.21 認定･付加情報
情報の提供及びコンサルティング，求人に関する情報の提供及びコンサルティング，再就
職希望者に対する情報の提供及びコンサルティング，求人情報の提供に関する情報の提 2006.02.21 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
供
項16号)
2006.07.03 意見書
2006.07.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 拒絶査定

通常:
2006-002812
標準

通常 2006-002907

通常:
2006-003122
標準

35

178

人材紹介コンサルタント

通常 2006-003417

35

179

職業紹介コンサルタント

通常 2006-003419

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

中間記録

【09】電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【38】移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，その他の電気通信（放送を除 ［審査］
く。）
2006.01.17 願書
【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 2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
プログラムの提供
2006.10.03 拒絶査定

41

177

指定商品・役務

09,38,42

【35】職業のあっせん，インターネットを使用した職業のあっせん，職業のあっせんに関する
情報の提供及びコンサルティング，人材の募集に関する情報の提供及びコンサルティン
グ，求人に関する情報の提供及びコンサルティング，再就職希望者に対する情報の提供
及びコンサルティング，求人情報の提供に関する情報の提供，求人情報の提供，求職情報
の提供，インターネットを使用した求人情報の提供，インターネットを使用した求職情報の
提供，人材の派遣による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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.01.23 手続補足書
2006.02.21 認定･付加情報
2006.02.21 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)
2006.07.03 意見書
2006.07.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 拒絶査定

2008/7/15
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180

181

商標（見本）

商標

理念経営指導

Ｓｕｇｉ’ｓ

種別 出願番号

区分

Ｃｈｕｎｋ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.03 拒絶査定
2008.05.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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，語学の教授，語学能力の
検定，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，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。），英会話学習用ビデオ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ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。），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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，語学の教授，語学能力の
検定，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，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。），英会話学習用ビデオ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ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。），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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，語学の教授，語学能力の
検定，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，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。），英会話学習用ビデオ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ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。），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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.03 拒絶査定

通常:
2006-003558
標準

通常:
2006-003895
標準

通常:
2006-003896
標準

41

183

チャンク

通常:
2006-003897
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】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。）

41

182

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.06.27 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
2006.10.03 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

184

185

商標（見本）

商標

味見試食ネット

心とからだのカウンセリング

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

42

【42】情報の提供，インターネットによる情報検索

44

【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］
2006.01.23 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 2006.06.28 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)
2006.10.03 拒絶査定
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

通常:
2006-004181
標準

通常 2006-004351

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.07.21 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))
2006.10.27 拒絶査定

09,12,35,37,38,39,4 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
1,42,43

186

アイ・ティー・エックスツバサネッ 通常:
2006-004567
ト
標準

43
187

宇都宮餃子食堂

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
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
【43】飲食物の提供

通常:
2006-004611
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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2006.01.23 願書
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.10.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.06 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,12,35,37,38,39,4 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
1,42,43

188

§ｔ

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
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
【41】セミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，書籍の制作，映画・
演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，演芸の上演，教育・文化・娯楽・ス
ポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），映画・演芸・演劇・音楽又
は教育研修のための施設の提供

2006.01.23 願書
2006.07.05 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))
2006.10.03 拒絶査定

30,43

【30】菓子及びパン
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.03.09 刊行物等提出書
2006.04.28 刊行物等提出による通知書
2006.05.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 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，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，図書の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
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 手続補正書
2006.08.01 意見書
2006.10.06 拒絶査定

36

【36】生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の 【中間記録情報】
［審査］
査定，損害保険の引受け，保険料率の算出
2006.01.24 願書
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.02 拒絶査定

通常 2006-004624

41
189

190

191

192

笑い療法

§高杉

スキルマスター

育英学資

通常:
2006-004634
標準

通常 2006-004884

通常:
2006-005055
標準

通常 2006-005067

※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］
2006.01.23 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)
2006.10.13 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

193

194

商標（見本）

商標

フリープラン

防虫計画

種別 出願番号

区分

バイクガレージマンション

37

【37】住宅のリフォーム工事，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，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.04.10 手続補正書(方式)
2006.05.11 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装容器，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，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【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，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供
【41】運動施設の提供，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。），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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.06.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.18 拒絶査定

通常 2006-005070

通常:
2006-006080
標準

通常:
2006-006274
標準

09,16,35,37,42

196

Ｒｏｌｌｉｎｇ Ｆｏｒｅｃａｓｔ Ｍａｎａｇｅ 通常:
2006-006466
ｍｅｎｔ
標準

41
197

ＫＩＲＭＥＳ

通常:
2006-006555
標準

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

中間記録

【36】生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の 【中間記録情報】
［審査］
査定，損害保険の引受け，保険料率の算出
2006.01.24 願書
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.02 拒絶査定
2008.05.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

36
195

指定商品・役務

36
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 拒絶査定

2008/7/15
60／80

３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

198

199

200

商標（見本）

商標

キルメス

堂内霊園

リッチシニア

種別 出願番号

区分

入魂祭

45

【45】葬儀の執行，墓地又は納骨堂の提供，墓地又は納骨堂の提供の媒介，墓地の永代
供養の媒介，祭壇の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

35,36,37,41

【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，職業のあっせん，建築物における来訪者の受付及び案内，求人情報の提供
【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
【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
【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
【37】建設工事，建築工事に関する助言

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.24 拒絶査定

通常:
2006-006556
標準

通常:
2006-006872
標準

通常 2006-008204

通常:
2006-008223
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】運動施設の提供，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 【中間記録情報】
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。），おもちゃ ［審査］
2006.01.27 願書
の貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与
2006.02.15 認定･付加情報
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 拒絶査定

37
201

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

2008/7/15
61／80

３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
14,35,41,42,45

202

ＧＣ５５．ｊｐ

通常:
2006-008268
標準

09,37,41,42

203

スマートワークフロー

通常:
2006-008323
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
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製の花瓶及び水盤，貴金属製針箱，貴金属製宝石箱，貴金属製のろうそく消し及びろ
うそく立て，貴金属製のがま口及び財布，貴金属製靴飾り，貴金属製コンパクト，貴金属製
喫煙用具，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，記念カップ，記念たて
【35】インターネットによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広告スペースの貸与，コン
ピュータ通信を用いて行う電子メールによる広告物の配布，郵便による広告物の配布，そ
の他の広告物の配布，トレーディングスタンプの発行，インターネットを介したショッピング
モールにおける商品の売買契約の媒介又は取次ぎ，インターネットウェブサイトにおける
ショッピングモールを介した商品販売に関する情報の提供，電気通信手段により相互に接
続された電子計算機用データベースを利用させる事業の管理又は運営及び事務処理，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及び指導，その他の経営の診断及び
指導，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営（サイバーオークション及びイン
ターネットオークションの運営を含む。），新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆
耕，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，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，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，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，マーケティング及び経営に関する情報の提供，広告・市場調査・経営・職業のあっせん
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，電子計算
【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，ダウンロード可能な画像・映像・文字・音声・音楽
【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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.31 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.08.09 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))
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 意見書
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.14 手続補足書
2006.10.13 拒絶査定
2006.10.13 認定･付加情報
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【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，ダウンロード可能な画像・映像・文字・音声・音楽
【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
【41】インターネットによるゲームの提供，ゲームセンターによるゲームの提供，娯楽の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.08.09 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))
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 意見書
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.14 手続補足書
2006.10.13 拒絶査定
2006.10.13 認定･付加情報

41

【41】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
上演・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，写真の撮影，音響用又は映像用のスタジオの
提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.03.30 認定･付加情報
2006.07.14 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))
2006.10.12 拒絶査定

41

【41】技芸又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，技能又は知識の検定試験の 【中間記録情報】
企画・運営又は実施，教育用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），教育 ［審査］
及び研修用教材に関する情報の提供，植物の供覧，庭園の供覧，電子出版物の提供，図 2006.02.03 願書
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
書及び記録の供覧，書籍の制作，教育研修のための施設の提供，映写フィルムの貸与，
条1項11号を除く))
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
2006.10.19 拒絶査定

35,37

【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，建築物における来訪者の受付及び案内
［審査］
2006.02.03 願書
【37】建設工事，建築工事に関する助言
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.24 拒絶査定

09,37,41,42

204

ＳｍａｒｔＷｏｒｋｆｌｏｗ

通常:
2006-008324
標準

41
205

206

207

208

ワールドオンラインゲーム

メイドル

園芸検定

インカム住宅

通常 2006-008404

通常 2006-008415

通常 2006-008732

通常 2006-008885

※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］
2006.01.23 願書
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 拒絶査定
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商標（見本）

商標
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36

209

インカム住宅

通常 2006-008886

09,16,35,41

210

ワークライフバランス

通常:
2006-008903
標準

09,16,35,41
211

ワークファミリーバランス

通常:
2006-008904
標準

44
212

213

214

フィッシュセラピー

Ｐ．Ｓ．Ｗ．Ｎｅｔ．ｃｏｍ

通常:
2006-008991
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］
2006.02.03 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.24 拒絶査定
2007.05.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【09】録画済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・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
【35】経営の診断又は経営に関する助言，企業における人事・給与に関するコンサルティン
グ，企業における人事・報酬に関する情報の提供，企業の人事・報酬マネジメントに関する
助言，電子出版物の提供
【41】知識又は技芸の教授，研修会の手配及び管理，セミナーの手配及び運営，インター
ネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開
催及びこれらに関する情報の提供
【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，アロマテラピーの提
供，リフレクソロジー，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，
動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸
与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.07.11 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))
2006.10.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.07.11 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))
2006.10.19 拒絶査定
2007.03.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 拒絶査定
2006.10.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

44

【44】医業，精神・心理療法によるカウンセリング，医療，情報の提供，精神療法・心理療法 【中間記録情報】
によるカウンセリングと職場メンタルヘルスに関する一連のマネジメントと心理的、ストレス ［審査］
2006.01.24 願書
に起因する、精神疾患の予防と早期対策と復帰。
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.13 拒絶査定

44

【44】医業，精神・心理療法によるカウンセリング，医療，情報の提供，精神療法・心理療法 【中間記録情報】
によるカウンセリングと職場メンタルヘルスに関する一連のマネジメントと心理的、ストレス ［審査］
2006.01.24 願書
に起因する、精神的疾患の予防と早期対策と復帰。
2006.06.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.13 拒絶査定

通常 2006-009042

Ｐ．Ｓ．Ｗ．（精神保健福祉士）
＼ネットワーク・コミュニケーショ 通常 2006-009043
ンズ

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，税務相談・税務代理に関す
【09】録画済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・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
【35】経営の診断又は経営に関する助言，企業における人事・給与に関するコンサルティン
グ，企業における人事・報酬に関する情報の提供，企業の人事・報酬マネジメントに関する
助言，電子出版物の提供
【41】知識又は技芸の教授，研修会の手配及び管理，セミナーの手配及び運営，インター
ネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開
催及びこれらに関する情報の提供
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215

216

217

218

商標（見本）

商標

種別 出願番号

ＣＵＴ－ＢＡＲ

通常:
2006-009062
標準

ＣＵＴ ＢＡＲ

通常:
2006-009063
標準

竹岡らーめん

Ｐｒｏｃｅｓｓｗａｒｅ

区分

プロセスウェア

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

44

【44】美容，理容

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

43

【43】ラーメンを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.20 拒絶査定

42

【42】コンピュータデータの回復，コンピュータプログラムの複製，コンピュータソフトウエアの
設計，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エアの保守，コンピュー
タソフトウエアのバージョンアップ，コンピュータシステムの設計，コンピュータシステムの分
析，ウェブサイトの作成と保守（他人のためのもの），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（媒体からの変換でないもの），コンピュータサイトのホスティング
（ウェブサイト），コンピュータソフトウエアの貸与，電子計算機・自動車その他その用途に応
じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の
性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守
電子計算機の貸与 電子計算機用プログラムの提供
【42】コンピュータデータの回復，コンピュータプログラムの複製，コンピュータソフトウエアの

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

通常 2006-009237

通常 2006-009275

通常 2006-009276

44

220

ＤＥＴＯＸＭＥＴＨＯＤ＼デトックス
通常 2006-009310
メソッド

44

221

ＤＥＴＯＸＢＥＡＵＴＹ＼デトックス
通常 2006-009312
ビューティ

※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

42
219

指定商品・役務

44

設計，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エアの保守，コンピュー
タソフトウエアのバージョンアップ，コンピュータシステムの設計，コンピュータシステムの分
析，ウェブサイトの作成と保守（他人のためのもの），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（媒体からの変換でないもの），コンピュータサイトのホスティング
（ウェブサイト），コンピュータソフトウエアの貸与，電子計算機・自動車その他その用途に応
じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の
性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守 電子計算機の貸与 電子計算機用プログラムの提供
【44】美容，美容に関する助言・指導・情報の提供，理容，理容に関する助言・指導・情報の
提供，あん摩・マッサージ及び指圧，あん摩・マッサージ及び指圧に関する助言・指導・情
報の提供，医業，医療情報の提供，健康管理に関する助言・指導及び情報の提供，栄養
の指導，栄養の指導に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.04.21 手続補正書(方式)
2006.05.24 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.20 拒絶査定

【44】美容，美容に関する助言・指導・情報の提供，理容，理容に関する助言・指導・情報の 【中間記録情報】
提供，あん摩・マッサージ及び指圧，あん摩・マッサージ及び指圧に関する助言・指導・情 ［審査］
2006.02.06 願書
報の提供，医業，医療情報の提供，健康管理に関する助言・指導及び情報の提供，栄養
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
の指導，栄養の指導に関する情報の提供
2006.04.21 手続補正書(方式)
2006.05.24 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.20 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

222

マネーバンク

通常:
2006-009377
標準

35

223

キャッシュマネー

通常:
2006-009378
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】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
【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］
2006.02.06 願書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.07.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.11 意見書
2006.09.11 認定･付加情報
2006.09.11 手続補足書
2006.10.11 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.07.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.11 意見書
2006.09.11 手続補足書
2006.09.11 認定･付加情報
2006.10.11 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

224

モバイルバンク

通常:
2006-009379
標準

35,42

225

ニューロマーケティング＼Ｎｅｕｒ
通常 2006-009882
ｏｍａｒｋｅｔｉｎｇ

36
226

227

228

フォーレディ＼ｆｏｒＬａｄｙ

ＰＯＳＴ ＰＡＣＫＥＴ

にんにく注射

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
【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
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け

通常 2006-010164

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

39

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
［審査］
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，郵便
2006.02.08 願書
2006.07.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.16 拒絶査定

44

【44】医業，医療情報の提供，健康診断，栄養の指導，美容，あんま・マッサージ及び指
圧，カイロプラクティック

通常:
2006-010450
標準

通常 2006-010488

※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］
2006.02.06 願書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.07.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.30 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定
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No.

229

230

商標（見本）

商標

パテントエンジニア

種別 出願番号

区分

41

【41】足踏・歩行・瞑想等を用いた心身及び生き方の養生法に関する知識及び技術の教
授，足踏・歩行・瞑想等を用いた心身及び生き方の養生法に関する講演会・セミナー・研修
会の企画・運営・開催，足踏・歩行・瞑想等を用いた心身及び生き方の養生法に関する書
籍・電子出版物の制作・提供又は貸与，足踏・歩行・瞑想等を用いた心身及び生き方の養
生法に関する教育情報の提供，足踏・歩行・瞑想等を用いた心身及び生き方の養生法に
関する教育上の試験の実施，足踏・歩行・瞑想等を用いた心身及び生き方の養生法につ
いてのカウンセリング方法・ヒーリーング方法・リラックス方法・能力開発方法に関する知識
及び技術の教授，足踏・歩行・瞑想等を用いた心身及び生き方の養生法についてのカウン
セリング方法・ヒーリーング方法・リラックス方法・能力開発方法に関する講習会・セミナー・
【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
製ごみ収集用袋，衛生手ふき，型紙，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプキン，紙製タ
オル，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
コ，荷札，印刷物，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
はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，装飾塗工用
ブラシ，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ビール
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，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，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，当せん金付証票の発売，通訳，翻訳，写真の撮影，音響用又は映像用のスタジ
オの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，運動用具の貸与，
映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，カメラの貸与，光学機械器具の
貸与，テレビジョン受信機の貸与，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，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
【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，保育
所における乳幼児の保育，老人の養護，動物の宿泊施設の提供，カーテンの貸与，会議
室の貸与，家具の貸与，加熱器の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与，調理
【07】半導体製造用金属加工機械器具，その他の金属加工機械器具，半導体製造用加工
装置，半導体・液晶製造用研削加工装置，半導体・液晶製造用研磨加工装置，研磨機能
を有する半導体・液晶製造用研削加工装置，研削機能を有する半導体・液晶製造用研磨
加工装置，半導体ウェーハの表面研磨装置，半導体ウェーハの表面研削装置，半導体
ウェーハ等の研削装置，その他の半導体製造装置，ハードディスク製造用研削装置，ハー
ドディスク製造用研磨装置，磁気ディスク製造用研削装置，磁気ディスク製造用研磨装置，
光磁気ディスク製造用研削装置，光磁気ディスク製造用研磨装置，光ディスク製造用研削
装置，光ディスク製造用研磨装置，プラスチック加工機械器具，レンズ研磨機，石材加工機
械器具，セラミック加工機械器具，ガラス器製造機械，ガラス加工機械器具，ガラス研磨機
械器具，電気式研磨機械器具，電子部品・セラミック及びガラス部品・プラスチック形成品
の加工機械器具，電子部品・セラミック及びガラス部品・プラスチック形成品・金属加工部品
研削用の研削加工装置，電子部品・セラミック及びガラス部品・プラスチック形成品・金属加
工部品研磨用の研磨加工装置
【37】金属加工機械器具の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は保守
【40】受託による半導体製造装置の製造，半導体製造装置の貸与，金属加工機械器具の
貸与，受託による半導体・ウェーハの製造
【42】半導体製造装置の設計又は開発，半導体製造装置の設計又は開発に関する助言，
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

通常:
2006-010896
標準

ソフトメディテーション＼ＳＯＦＴ
ＭＥＤＩＴＡＴＩＯＮ＼Ｓｏｆｔｍｅｄｉｔａｔｉ 通常 2006-010931
ｏｎ

食育生活＼食育セイカツ＼ショ
クイクセイカツ＼しょくいくせい
通常 2006-010936
かつ＼ＳＨＯＫＵＩＫＵ ＳＥＩＫＡＴ
Ｕ

07,37,40,42

232

ＢＡＣＫＧＲＩＮＤＥＲ＼バックグラ
通常 2006-011367
インダ

※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】知的財産権に関するコンサルティング，特許権の管理に関する指導及び助言，特許 【中間記録情報】
情報の活用に関する指導及び助言，発明生産に関する指導及び助言，特許回避設計に関 ［審査］
2006.01.30 願書
する指導及び助言
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.07 手続補正書
2006.10.06 拒絶査定

16,32,33,41,43

231

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.02.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.15 認定･付加情報
2006.02.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.17 拒絶査定

2008/7/15
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No.

233

234

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.17 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，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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.24 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

【41】婚礼のためのビデオの撮影・編集・制作，写真又はビデオの撮影，結婚式の記念アル
バムの編集・作成，その他の記念アルバムの編集・作成，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，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，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，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸
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，テレビジョン
【35】広告，雑誌による広告の代理，新聞による広告の代理，テレビジョンによる広告の代
理，ラジオによる広告の代理，インターネットによる広告の代理，車両の内外における広告
の代理，屋外広告物による広告，アドバルーンによる広告，看板による広告，はり紙による
広告，街頭及び店頭における広告物の配布，商品の実演による広告，郵便による広告物
の配布，広告文の作成，広告映像の制作，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査，職業のあっせん，商品の販売に関する情報の提供，広告用具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.07.18 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))
2006.10.24 拒絶査定

37

【37】建設工事，建築一式工事，土木一式工事

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.17 拒絶査定

35

【35】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，職業のあっせん，企業
に関する情報の提供，求人情報の提供，職業のあっせんに関する情報の提供，職業の適
性に関する助言，職業適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言求人及び求職に
関する手続の代理・媒介又は取次ぎ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.07.20 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))
2006.10.26 拒絶査定

コンビニ・コーメディカル・フィット
通常 2006-011387
ネス

サイバーコンサルタント

通常:
2006-011429
標準

ブライダルホワイトニング＼Ｂｒｉ
通常 2006-011451
ｄａｌＷｈｉｔｅｎｉｎｇ

41
236

ハイビジョン・ブライダル・ビデオ

通常:
2006-011486
標準

35

237

238

239

ＣＭブラウザ （シーエムブラウ
通常 2006-011559
ザ）

リニューアル ドクター

スカウトメール

通常:
2006-011732
標準

通常:
2006-011838
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】フィットネスの教授
【44】健康の維持管理に関する助言及び指導

44
235

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.06.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

2008/7/15
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No.

240

241

242

243

244

245

246

商標（見本）

商標

酵素温浴

酵素風呂

酵素浴

京のけっこんしき屋

種別 出願番号

区分

芸術福祉

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 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)
2006.10.13 拒絶査定

44

【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 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)
2006.10.13 拒絶査定

44

【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 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)
2006.10.13 拒絶査定

45

【45】結婚式・結婚披露宴に関する相談又は企画，結婚式場・宴会場に関する情報の提
供，結婚式場の紹介・予約の仲介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，結婚
又は交際を希望する者への異性の紹介，衣服の貸与，祭壇の貸与，ファッション情報の提
供，新聞記事情報の提供，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，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 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，電子出版物の提
【中間記録情報】
供，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・ ［審査］
2006.02.02 願書
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 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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。）， 2006.10.20 拒絶査定
運動施設の提供，娯楽施設の提供，インターネットを通じた対戦ゲームの提供

35

【35】弁護士のあっせん及び紹介，求人情報の提供，市場調査，広告，インターネットおよ
び電子メールを利用した弁護士に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.20 拒絶査定

41

【41】演芸の上演による福祉活動、生花・陶芸・書画の創作による福祉活動

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.07.14 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))
2006.10.13 拒絶査定

通常 2006-012039

通常 2006-012040

通常 2006-012041

通常 2006-012443

通常 2006-012526

通常:
2006-012566
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】入浴施設の提供

§ふしぎ星の＼ふたご姫∞Ｇｙ
通常 2006-012500
ｕ！＼ギュッ！

§弁護士ＮＡＶＩ

指定商品・役務
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247

248

249

250

251

252

商標（見本）

商標

学院ＩＥ

種別 出願番号

区分

電磁波スモッグ

ワンデータイムシェアリゾート

学天就活ナビ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.03.28 手続補正指令書(出願)
2006.03.29 手続補正書(方式)
2006.04.25 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.24 拒絶査定

35,42

【35】健康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，その他の商品の販売に関する情報の提供、商業に
関する情報の提供、コンピュータデータベースへの情報編集、コンピュータデータベースへ
の情報構築、電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行、コンピュータによるファイル
の管理、コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告
【42】電子計算機などを用いて行う情報処理，電子計算機のプログラムの設計・作成又は
保守，電子計算機プログラムの設計・作成又は保守の助言

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.07.14 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))
2006.10.13 拒絶査定

37

【37】建設、設置工事及び修理

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.20 拒絶査定

41

【41】セミナーの企画・運営・開催，技芸・知識の教授，電子出版物の提供，図書及び記録
の供覧

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.06.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

43

【43】会員制宿泊施設の提供，その他の宿泊施設の提供，飲食物の提供，動物の宿泊施
設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.10.27 拒絶査定
2006.12.19 手続補正書
2006.12.19 手続補正書
2007.09.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.24 登録料納付
［登録］
2007.09.25 登録査定書
2007.10.24 設定納付書
2007.11.13 登録証

通常:
2006-012698
標準

通常:
2006-013086
標準

通常:
2006-013087
標準

通常:
2006-013380
標準

通常 2006-013546

※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，電子出版物の提供，図書及び記録の
供覧，書籍の制作，図書の貸与

コンセプトアンドデザイン＼Ｃｏｎ
通常 2006-013050
ｃｅｐｔ ａｎｄ Ｄｅｓｉｇｎ

電磁波スモッグ

指定商品・役務

41
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253

254

商標（見本）

商標

学天就職ナビ

学天

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

35

区分

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，
輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，
タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.07.14 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))
2006.10.27 拒絶査定
2006.11.06 手続補正書
2006.11.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.15 登録料納付
［登録］
2007.01.15 登録査定書
2007.02.15 設定納付書
2007.03.06 登録証
2007.05.25 表示変更登録申請書(住所)
2007.06.22 移転登録済通知書

16,35,41,42,45

【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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく
は証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予
約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計
算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における
来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの
貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【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
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテル事業の管理，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じる事務用機器の操作，建築物における来訪
者の受付又は案内，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
【43】鍋料理の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.13 拒絶査定

通常 2006-013547

通常 2006-013602

18,25,35

255

§ｔｅｅｎｍｉｘ＼天美意

通常 2006-013753

43

256

とり野菜

通常:
2006-014322
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］
2006.02.17 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.10.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.06 手続補正書
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.06 意見書
2006.10.06 拒絶査定
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36

257

あなたにフィット

通常:
2006-014458
標準

39
258

健康ツアー

カード利用お知らせメール

通常:
2006-014609
標準

39,43
260

北海道トラベル

通常:
2006-014611
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］
2006.02.20 願書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.19 拒絶査定

【36】クレジットカードの利用金額に関する情報の提供，クレジットカード発行の取次ぎ又は
斡旋，クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算，クレジットカード会員契
約の締結の媒介，クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理，
クレジットカード会員のクレジットカードの利用に際しての信用の保証，預金の受入れ（債券
の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金の貸付け及び手形の割
引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得
及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，金融先物取引の受託，
金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借
権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に関する業務，割賦購入
あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券の売買・
有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証
券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取
引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数
等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券
市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又
は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，
株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受託，生命保険契約の締
結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査
定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建
物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の
管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒
介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評価，中古自動
【39】主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の
代理・媒介又は取次ぎ
【43】宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.07.21 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))
2006.10.20 拒絶査定

通常:
2006-014608
標準
36

259

指定商品・役務
【36】医療保険の引受け，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，保
険に関する情報の提供，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期
積金の受入れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の
引受け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品
の保護預かり，両替，金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しく
はその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外
国為替取引，信用状に関する業務，割賦購入あっせん，クレジットカード利用者又は割賦
販売利用者に代わってする支払代金の清算，金融に関する情報の提供，前払式証票の発
行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，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，投資事業組合の設立による投資事業組合財産の運用及び管理，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，証券投資信託受益証券の募集・売出し，証券投
資信託受益証券の発行，証券投資信託に係る信託財産の運用指図，証券投資信託に係
る信託財産の収益分配金及び償還金の支払い，商品市場における先物取引の受託，商
品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介，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，
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
【39】主催旅行の実施
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

2008/7/15
73／80

３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

261

262

263

264

265

266

商標（見本）

商標

全国大正琴コンクール

全国子供大正琴コンクール

メディケアリハビリ

ＭＡＱＵＩＬＬＡＧＥ＼マキアー
ジュ

光ハイブリッド

自然素材住宅

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【41】音楽の演奏の興行の企画又は運営

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

41

【41】音楽の演奏の興行の企画又は運営

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

43

【43】要介護者の介護，介護に関する相談・コンサルティング・情報の提供，介護施設の紹 【中間記録情報】
［審査］
介，派遣による訪問介護
2006.02.22 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.18 拒絶査定

44

【44】美容，理容

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.06.21 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.06.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定

38

【38】放送，電気通信（放送を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.27 拒絶査定

36,37

【36】建物の売買
【37】建設工事

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.20 拒絶査定

通常 2006-015127

通常 2006-015135

通常:
2006-015277
標準

分割 2006-016283

通常:
2006-016756
標準

通常:
2006-016778
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
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37
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ＷＯＯＤＹＤＥＳＩＧＮ

通常:
2006-016808
標準

35

268
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分割:
2006-016994
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
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発
電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定
機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印
刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器
製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修
理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保
守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又
は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理
又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械
器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プ
ラスチック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修
理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機
械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の
修理又は保守，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又
は保守，乗物用洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守，動力付床洗浄機
の修理又は保守，遊園地用機械器具の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器
【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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.03.24 手続補正指令書(出願)
2006.03.27 手続補正書(方式)
2006.03.28 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 意見書
2006.07.24 手続補足書
2006.08.21 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定
2006.12.27 手続補正書(方式)
2006.12.28 手続補足書
2007.12.14 登録料納付
［登録］
2007.11.27 登録査定書
2007.12.14 設定納付書
2008.01.08 登録証

2008/7/15
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No.
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商標

種別 出願番号

区分
36
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分割:
2006-016995
標準

39
270

271

272

ＪＰ－ＥＸＰＲＥＳＳ ＷＯＲＬＤＷＩ 通常:
2006-017256
ＤＥ
標準

ＪＰ－ＳＴＡＭＰ

ＪＰ－ＤＥＬＩＶＥＲＹ

274

275

ＪＰ－ＧＬＯＢＡＬ ＥＸＰＲＥＳＳ
ＳＥＲＶＩＣＥ

ＪＰ－ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＩＬ

ＪＰ－ＤＩＲＥＣＴ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における ［審査］
保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器 2006.02.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
具の貸与，郵便
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

39

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における ［審査］
保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器 2006.02.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
具の貸与，郵便
号)
2006.10.27 拒絶査定
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における ［審査］
保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器 2006.02.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
具の貸与，郵便
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

通常:
2006-017257
標準

通常:
2006-017259
標準

通常:
2006-017260
標準
39

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における ［審査］
保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器 2006.02.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
具の貸与，郵便
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

39

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における ［審査］
保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器 2006.02.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
具の貸与，郵便
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

通常:
2006-017261
標準

通常:
2006-017262
標準

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

中間記録

39

39
273

指定商品・役務

【36】金融に関する情報の提供，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2006.02.27 願書
2006.03.23 認定･付加情報
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 2006.06.12 職権訂正履歴(職権訂正)
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 2006.06.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.07.21 手続補正書
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 2006.07.21 意見書
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 2006.07.24 手続補足書
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 2006.08.23 認定･付加情報
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 2006.10.03 拒絶査定
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 2006.12.27 手続補正書(方式)
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， 2006.12.28 手続補足書
保険に関する情報の提供，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物 2007.12.14 登録料納付
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 ［登録］
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，マンションに 2007.11.27 登録査定書
関する情報の提供，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 2007.12.14 設定納付書
査，慈善のための募金，中古自動車の評価，中古自動車の評価に関する情報の提供，紙 2008.01.08 登録証
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，通信による情報提供
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における ［審査］
保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器 2006.02.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
具の貸与，郵便
項16号)
2006.10.27 拒絶査定
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No.
276

277

278

279

280

商標（見本）

商標
ＪＰ－ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮＳ

ＪＰ－ＦＯＲＷＡＲＤＩＮＧ

種別 出願番号

区分

39

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における ［審査］
保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器 2006.02.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
具の貸与，郵便
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

39

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における ［審査］
保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器 2006.02.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
具の貸与，郵便
号)
2006.10.27 拒絶査定

39

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における ［審査］
保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器 2006.02.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
具の貸与，郵便
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

39

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における ［審査］
保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器 2006.02.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
具の貸与，郵便
号)
2006.10.27 拒絶査定
【41】模擬店興行の企画・運営又は開催，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画 【中間記録情報】
又は運営，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，娯楽・文化に関す ［審査］
2006.02.28 願書
るイベントの企画・運営又は開催，インターネットにおけるフリーマーケット興行の企画・運
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
営又は開催，フリーマーケット興行の企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教
条1項11号を除く))
授，セミナーの企画・運営又は開催
2006.09.01 手続補正書
2006.09.01 手続補足書
2006.09.01 意見書
2006.10.02 認定･付加情報
2006.10.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.24 拒絶査定

通常:
2006-017263
標準

通常:
2006-017264
標準

ＪＰ－ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＭＡＩ 通常:
2006-017266
Ｌ
標準

通常:
2006-017268
標準
41

281

§クリエーターズマーケット＼Ｃ
通常 2006-017497
ＲＥＡＴＯＲＳ ＭＡＲＫＥＴ

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

中間記録

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん 【中間記録情報】
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における ［審査］
保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器 2006.02.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
具の貸与，郵便
2006.10.27 拒絶査定

ＪＰ－ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＥＸ
通常 2006-017265
ＰＲＥＳＳ ＳＥＲＶＩＣＥ

ＪＰ－ＡＥＲＯ

指定商品・役務

39
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,41

282

自己ブランド

284

285

ＩＣＴスペシャリスト

ＩＣＴエキスパート

16,41

【16】印刷物
【41】パーソナルコンピュータに関する検定試験の実施

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 意見書
2006.09.15 手続補足書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

44

【44】医業，健康診断，歯科医業，調剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.07 意見書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶査定
2007.09.05 登録料納付
［登録］
2007.08.30 登録査定書
2007.09.05 設定納付書
2007.09.25 登録証

通常:
2006-018851
標準

通常:
2006-019125
標準

通常:
2006-019126
標準

メディカル ナビゲーションシス 通常:
2006-019301
テム
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］
2006.03.03 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 意見書
2006.09.05 手続補足書
2006.10.04 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶査定
2006.11.22 手続補足書
2006.11.22 手続補足書

16,41

283

指定商品・役務
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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
【16】印刷物
【41】パーソナルコンピュータに関する検定試験の実施
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 意見書
2006.09.15 手続補足書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

286

287

288

商標（見本）

商標

みやび＼雅

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.14 意見書
2006.10.27 拒絶査定

16,44

【16】雑誌，書籍
【44】医療に関する相談・助言・指導及び情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

41,43,45

【41】当せん金付証票の売買，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
用器具の貸与，書籍の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸
与
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，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
【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
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.13 拒絶査定

通常 2006-019365

メディカル・オピニオン＼Ｍｅｄｉｃ
通常 2006-019754
ａｌ Ｏｐｉｎｉｏｎ

メイドル

ラピエスモンテ

通常 2006-023513

通常:
2006-023818
標準

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

中間記録

【36】生命保険契約の締結の媒介，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

43

289

指定商品・役務

36
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.04 手続補正書
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.04 意見書
2006.10.06 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19,20,40

290

ＣＥＲＡＭＩＣ ＷＯＯＤ Ｓｙｓｔｅｍ
通常 2006-025665
＼セラミックウッドシステム

35

291

バリューブランド

通常:
2006-027014
標準

35

292

バリューブランド エクイティ

指定商品・役務
【19】難燃剤で処理された無機質複合化木材，難燃性化学製品を含浸させた無機質複合
化木材，無機質複合化処理された防腐木材，無機質複合化処理された防蟻木材，無機質
複合化処理された防虫木材，無機質複合化処理された建築用防腐木材，無機質複合化処
理された建築用加工済み木材，無機質複合化処理された住宅用加工済み木材，無機質複
合化処理された建築用及び床張り用の木材，無機質複合化木材製外壁材，無機質複合化
木材製道路標識
【20】無機質複合化木材製立て看板，無機質複合化木材製ベンチ，無機質複合化木材製
ネームプレートおよび標識，無機質複合化木材製家具
【40】木材の無機質複合化加工処理，無機質複合化木材の製材，無機質複合化による木
材の耐火加工，無機質複合化による木材の防汚染被膜加工，無機質複合化による木材の
防腐加工，無機質複合化による木材の防虫加工，無機質複合化による木材の防腐・防蟻・
寸法安定及び難燃処理
【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

通常:
2006-027015
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］
2006.03.23 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.27 手続補正書
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 意見書
2006.10.26 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.28 意見書
2006.09.28 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定
2006.12.21 手続補正書(方式)
2007.07.13 出願人名義変更届
2007.07.13 手続補足書
2007.09.10 登録料納付
［登録］
2007.09.07 登録査定書
2007.09.10 設定納付書
2007.10.09 登録証
2008.06.10 表示変更登録申請書(氏名)

【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
［審査］
2006.03.27 願書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.28 意見書
2006.09.28 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定
2006.12.21 手続補正書(方式)
2007.07.13 出願人名義変更届
2007.09.10 登録料納付
［登録］
2007.09.07 登録査定書
2007.09.10 設定納付書
2007.10.09 登録証
2008.06.10 表示変更登録申請書(氏名)
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No.

293

294

商標（見本）

商標

ヘルス＆ビューティー研究所

極上の旅

種別 出願番号

区分

※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】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供
【中間記録情報】
【44】医療情報の提供，健康診断，健康管理に関する情報の提供，栄養の指導，栄養に関 ［審査］
2006.03.29 願書
する情報の提供
2006.03.29 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.12 手続補正書
2006.10.12 認定･付加情報
2006.10.12 認定･付加情報
2006.10.12 意見書
2006.10.24 拒絶査定
2006.11.21 手続補足書
2006.12.18 手続補正書
2006.12.18 手続補足書
2007.10.02 登録料納付
［登録］
2007.09.25 登録査定書
2007.10.02 設定納付書
2007.10.30 登録証
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【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，船舶による輸送，航空機による 【中間記録情報】
輸送，貨物の輸送の媒介，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，主催旅行の実施， ［審査］
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， 2006.03.28 願書
有料道路の提供，係留施設の提供，自動車の貸与，船舶の貸与，車いすの貸与，自転車 2006.06.21 認定･付加情報
の貸与，航空機の貸与
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 意見書
【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
2006.09.20 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定
2007.01.11 手続補正書(方式)

通常:
2006-028126
標準

分割 2006-032519

指定商品・役務
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