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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

商標

ＣｏｌｏｒＣｏｄｅ

§Ｏ２

Ｍｅｄｉａ Ｃａｆｅ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】電気通信機械器具，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
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
2004.05.28 願書
2004.05.31 認定･付加情報
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
2004.06.01 認定情報通知書
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算機用プロ 2004.12.14 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2004.12.16 手続補正書
グラムの提供
2005.02.21 出願人名義変更届
2005.02.22 手続補足書
2005.04.12 手続補足書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.04.18 認定･付加情報
2005.05.20 手続補正書
2005.05.24 認定･付加情報
2005.05.24 認定･付加情報
2005.05.31 通知書(再提出通知)
2005.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.26 意見書
2005.12.26 手続補足書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.02.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.14 拒絶査定

38,41

【38】電気通信（放送を除く。），放送，携帯電話による通信，携帯情報端末装置による通
信，インターネットへの接続の提供，電子メール通信，文字データの伝送交換，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，電気通信（放送を除く。）
に関する助言，放送に関する助言，報道をする者に対するニュースの供給
【41】知識又は技芸の教授，実地教育，娯楽の提供，電気通信ネットワークを利用した双方
向対話型ゲームの提供，通信ネットワークを利用した電子ゲームの提供，電気通信ネット
ワークを利用した娯楽の提供，電気通信ネットワークを利用した娯楽の提供に関する情報
の提供，セミナーの運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の
展示，庭園の供覧，書籍の制作，映画の興行の企画又は運営，映画の配給の企画又は運
営，演芸の上演，教育・文化・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを
除く。），スポーツの興行の企画・運営又は開催，運動施設の提供，音楽又は教育研修の
ための施設の提供，楽器の貸与，運動用具の貸与，音楽コンサートの開催又は運営

41

【41】コミック誌を有するインターネットカフェを備えた娯楽施設の提供

通常:
2004-049243
標準

通常 2004-095245

通常 2005-006530

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

09,42
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【中間記録情報】
［審査］
2004.10.18 願書
2005.04.13 手続補正書
2005.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.14 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.05.24 認定･付加情報
2005.07.14 期間延長請求書
2005.08.11 手続補正書
2005.08.11 意見書
2005.08.11 手続補足書
2005.09.09 認定･付加情報
2005.11.02 拒絶理由通知書(第4条各号+第4条1項11
号)
2005.11.02 手続補正指示書(審査官)
2006.02.02 意見書
2006.10.02 上申書
2006.11.30 拒絶査定
2007.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.27 手続補正書(方式)
2007.04.27 手続補正書
2007.04.27 手続補足書
2008.03.21 手続補正書
【中間記録情報】
［審査］
2005.01.28 願書
2005.07.15 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.07.15 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2005.07.25 手続補正書
2005.07.25 意見書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 手続補正書
2006.05.19 意見書
2006.11.10 拒絶査定
2007.12.11 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）

4

5

6

7

8

商標

キッチンサポーター

メモリアルプラン

ＱＵＩＣＫ ＴＲＡＤＥ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【35】街頭および店頭における広告物の配布
【43】料理のレシピに関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.07 願書
2005.09.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.21 意見書
2006.06.28 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.11.01 拒絶査定

36

【36】葬儀の執行のための共済掛金の引受け又は徴収の代行，葬儀執行費用の相互扶助
のための共済掛金の引受け又は徴収の代行，共済掛金の引受け又は徴収の代行，相互
扶助のための共済掛金の引受け又は徴収の代行，再共済の引受け，共済金額・共済掛金
の算出，生命共済の引受け，損害共済の引受け，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，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，慈善のための募金

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.22 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(その他+第4条1項11号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.08.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

36,42

【36】通貨変動に関する情報，その他の金融又は財務に関する情報の提供，外国為替取
引
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.06 願書
2005.08.03 優先権証明書提出書
2005.09.16 認定･付加情報
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.14 期間延長請求書
2006.03.14 上申書
2006.10.10 手続補正書
2006.10.10 上申書
2006.11.20 拒絶査定

39

【39】車両による輸送，貨物の梱包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.06 願書
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2005.08.11 手続補正書(方式)
2005.10.07 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.17 意見書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

09,35,41

【09】パチンコの攻略法を内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ，パチンコ
の攻略法を内容とする電子出版物
【35】パチンコ機又はパチンコホールに関する広告
【41】パチンコホールの提供に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.08.01 手続補正指令書(出願)
2005.08.31 手続補正書(方式)
2005.10.07 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.01.23 認定･付加情報
2006.07.12 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.09.08 上申書
2006.09.08 認定･付加情報
2006.09.08 手続補足書
2006.10.10 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定

通常:
2005-030893
標準

通常:
2005-036510
標準

優先:
2005-039754
標準

ツーマンデリバリー＼ｔｗｏｍｅｎ
通常 2005-050151
ｄｅｌｉｖｅｒｙ

稼げるパチンコ

通常:
2005-059067
標準

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

中間記録

35,43

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

2008/8/12
4／74

３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

9

10

商標

稼げるパチスロ

ＳＴＯＰ ＴＨＥ Ｓ．Ｔ．Ｄ．＼性
感染症の予防

種別 出願番号

区分

ホテルバンク

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.08.01 手続補正指令書(出願)
2005.08.31 手続補正書(方式)
2005.10.05 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.01.23 意見書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.07.12 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.09.08 上申書
2006.09.08 手続補足書
2006.09.08 認定･付加情報
2006.10.10 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定

09,10,16,28,35,41

【09】ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可能な映像，録音済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の録音済み記録媒体，映写フィルム，スライドフィルム，電子
出版物，録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・そ
の他の録画済み記録媒体
【10】避妊用具
【16】印刷物
【28】おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具
【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
【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，映画・放送番組用のビデオの制作，その他の放送番組の制作，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。），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。），映写フィルムの貸与，雑誌等の図書の貸与又はこれに関す
る情報の提供，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済みビデオディスク・ビデオ
【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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.01 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.02 手続補正書
2006.02.02 意見書
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2005-059068
標準

通常 2005-060129

通常:
2005-063685
標準

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

中間記録

【09】パチスロの攻略法を内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ，パチスロ
の攻略法を内容とする電子出版物
【35】パチスロマシン又はスロットマシン場に関する広告
【41】スロットマシン場の提供に関する情報の提供

35,36

11

指定商品・役務

09,35,41
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.07.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.08.26 手続補正指令書(出願)
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.03.01 手続補正書
2006.04.28 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.13 手続却下の処分(補正指令)
2006.11.17 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,36

12

カードレスカード

通常:
2005-072166
標準

16,36

13

バーチャルカード

通常:
2005-072167
標準

30,43

14

ＦＡＭＯＵＳ ＴＥＡ

指定商品・役務

中間記録

【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
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，クレジットカードの発行の取次ぎ，クレジットカード利用
者に代わってする支払代金の清算，デビットカード利用者に代わってする支払代金の清
算，電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算，移動体電話又は電子計算機端末
を用いた通信による預金の残高照会の代行，預金口座に関する情報の提供，通信による
振込・振替の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券
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
【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
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，クレジットカードの発行の取次ぎ，クレジットカード利用
者に代わってする支払代金の清算，デビットカード利用者に代わってする支払代金の清
算，電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算，移動体電話又は電子計算機端末
を用いた通信による預金の残高照会の代行，預金口座に関する情報の提供，通信による
振込・振替の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券
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
【30】茶，茶を加味してなる菓子及びパン，茶を加味してなるアイスクリームのもと，茶を加
味してなるシャーベットのもと，茶を加味してなる即席菓子のもと
【43】茶を主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.04 認定･付加情報
2006.08.08 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))
2006.11.07 拒絶査定

通常 2005-077284

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.08.03 願書
2005.08.04 認定･付加情報
2006.08.08 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))
2006.11.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.19 期間延長請求書
2006.06.29 手続補正書
2006.06.29 意見書
2006.11.28 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,39,42

15

ケータイナビ

通常 2005-086373

09,41,42

16

ユビキタス百葉箱

通常:
2005-087156
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】携帯型ナビゲーション装置，携帯情報端末機用プログラム
【中間記録情報】
【39】携帯端末による道路交通情報の提供，携帯端末による鉄道輸送・車両輸送・船舶輸 ［審査］
2005.09.14 願書
送・航空輸送に関する情報の提供，携帯端末による倉庫・駐車場の提供に関する情報の
提供，携帯端末による駐車場の管理に関する情報の提供，携帯端末による旅行者の案内 2005.09.14 認定･付加情報
またはこれに関する情報の提供，携帯端末を用いた旅行に関する契約（宿泊に関するもの 2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
を除く。）の代理・媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供
号)
2006.03.23 意見書
【42】電気通信回線を利用した携帯電話用経路探索プログラムの提供
2006.03.23 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.04.20 認定･付加情報
2006.07.21 手続補正書
2006.07.21 上申書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.22 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【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］
2005.09.16 願書
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2005.09.16 認定･付加情報
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
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
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 2006.04.07 意見書
2006.11.02 拒絶査定
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・
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,38,42

17

Ｃｏｒｅｔｒａｃｅ

通常:
2005-087499
標準

09,35,38,42

18

ユニトレース

通常:
2005-087500
標準

10,44

19

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.24 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))
2006.03.27 手続補正書
2006.05.26 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.01 手続却下の処分(補正指令)
2006.11.24 拒絶査定

ＷＡＶＥ ＳＴＯＮＥ ＴＨＥＲＡＰＹ 通常 2005-089490

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.09.06 願書
2005.09.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.24 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))
2006.03.27 手続補正書
2006.05.26 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.01 手続却下の処分(補正指令)
2006.11.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.09.30 認定･付加情報
2005.10.12 手続補正書(方式)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
8／74

３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

20

21

22

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

すっぴんゴージャス肌

30,41,43

【30】コーヒー，コーヒー豆，コーヒーを主原料とする粉状・カプセル状・粉末状・顆粒状・ブ
ロック状・棒状又は液状の加工食品
【41】焙煎技術教育及びこれに関するコンサルティング
【43】飲食物の提供，焙煎したコーヒー及びコーヒー加工食品を主とする飲食物の提供

03,21,41

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2005.09.29 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.09.30 認定･付加情報
毛
2006.02.15 刊行物等提出書
2006.03.14 認定･付加情報
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの 2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び 項16号)
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂 2006.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。）， 2006.11.30 拒絶査定
ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り
分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモ
ン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレット
ペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用
金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除
く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き
布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コッフェル，ブラシ用豚毛
【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
【中間記録情報】
【42】建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。） ［審査］
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 2005.10.05 願書
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 2005.10.05 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
るためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に
関する紹介及び説明，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研 項16号)
2006.11.20 拒絶査定
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

通常:
2005-089669
標準

通常:
2005-091159
標準

37,42
23

備災住宅

通常 2005-092970

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

中間記録

【41】セラピーに関する知識の教授，セラピーに関する情報の提供，セラピーに関するセミ 【中間記録情報】
ナー及び研修会の企画・運営または開催，通信教育による知識の教授，書籍の制作，電 ［審査］
2005.09.12 願書
子出版物の制作・提供，図書及び記録の供覧，ラジオ及びテレビジョンの放送番組の制
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
作，ニュースレポーターによる取材・報告，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映
画・広告用のものを除く。），ビデオテープの編集，図書の貸出し，録音又は録画済み記録 条1項11号を除く))
2006.04.10 意見書
媒体の複製または貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，個人に対する知識の教授
2006.06.09 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.03 手続補正書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定

タッピングセラピー，＼ＴＡＰＰＩＮ
通常 2005-089651
Ｇ ＴＨＥＲＡＰＹ

焙煎証明

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2005.10.05 認定･付加情報
2006.02.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.11 手続補正書
2006.06.02 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.17 手続補正書(方式)
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.
24

25

26

27

28

29

商標（見本）

商標
コンテンツコーディネーター

種別 出願番号

区分

44

【44】エステティック・その他の美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティッ 【中間記録情報】
ク，きゅう，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，栄養の指導，美容院用又は理髪店用 ［審査］
2005.10.05 願書
機械器具の貸与
2005.10.07 認定･付加情報
2006.07.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.02 拒絶査定

36

【36】台風・洪水・山火事・地震・天災・人災・その他の災害等援助の為の募金，障害者・疫 【中間記録情報】
病患者等の為のボランティア及び福祉活動を目的とした慈善のための募金，自然環境の ［審査］
2005.10.05 願書
保護のための募金，野生動物の保護に従事する団体及び個人の活動を援助するための
2005.10.05 認定･付加情報
募金，その他の募金
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

44

【44】老人・病人・身体の不自由な人へのリハビリテーション

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

41

【41】子供が２か国語を自由に話すことに関する知識の教授，子供が２か国語を自由に話
すことに関するセミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.11.15 手続補正指令書(出願)
2005.12.15 手続補正書(方式)
2006.01.23 認定･付加情報
2006.04.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 意見書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.11.15 拒絶査定
2006.12.14 手続補正書
2006.12.14 手続補足書
2006.12.22 代理人受任届
2007.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.10 登録料納付
［登録］
2007.11.09 登録査定書
2007.12.10 設定納付書
2008.01.22 登録証

09,38

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，懸賞を内容とするラジオ番組 【中間記録情報】
に関する電子出版物
［審査］
2005.10.14 願書
【38】通信，懸賞を内容とするラジオ放送
2005.10.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2005-092996
標準

アースエイドソサエティ＼Ｅａｒｔｈ
通常 2005-093062
Ａｉｄ Ｓｏｃｉｅｔｙ

リトルバイリンガル

懸賞ラジオ

通常:
2005-093798
標準

通常:
2005-095197
標準

通常:
2005-096318
標準

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

中間記録

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【42】電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供

フェイササイズ＼ＦＡＣＥＲＣＩＳＥ 通常 2005-093021

利き脳活性療法

指定商品・役務

09,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

30

31

32

商標（見本）

商標

懸賞ＡＭ

懸賞ＦＭ

加圧ビューティー

種別 出願番号

区分

09,38

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，懸賞を内容とするラジオ番組 【中間記録情報】
に関する電子出版物
［審査］
2005.10.14 願書
【38】通信，懸賞を内容とするラジオ放送
2005.10.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

41,44

【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
用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸
与
【44】美容，理容，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
【35】インターネット・その他のコンピュータ又は通信機器による通信を利用した広告，イン
ターネット・電子メール又は携帯電話等移動端末による広告，インターネットその他のコン
ピュータネットワークを介しての広告情報の提供，インターネットその他の電子計算機通信
網・電子メール等を介した商品の販売促進行為・役務の提供の促進行為を伴う広告，イン
ターネットその他の電子計算機通信網・電子メール等を利用した商品の販売促進・サービ
スの提供のために行なう広告，インターネットにおけるバナー広告の作成，インターネットに
おけるホームページによる広告スペースの提供，インターネットにおける広告掲載ページの
作成，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の広告，リモート
コンピュータ又はデータベースからのオンラインによる又はインターネット上で提供される広
告の代理，広告，トレーディングスタンプの発行

通常:
2005-096319
標準

通常:
2005-096320
標準

通常:
2005-096979
標準

イープロショップ＼ｅ－ｐｒｏｓｈｏｐ 通常 2005-099756

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

中間記録

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，懸賞を内容とするラジオ番組 【中間記録情報】
に関する電子出版物
［審査］
2005.10.14 願書
【38】通信，懸賞を内容とするラジオ放送
2005.10.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

35

33

指定商品・役務

09,38
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 拒絶査定
2007.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.25 意見書
2006.04.25 物件提出書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.06.19 認定･付加情報
2006.11.08 拒絶査定
2006.12.18 手続補正書
2006.12.18 手続補正書
2007.12.27 登録料納付
［登録］
2007.12.27 登録査定書
2007.12.27 設定納付書
2008.01.29 登録証

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

34

35

商標（見本）

商標

エコスタイル＼ＥＣＯＳＴＹＬＥ

電車ＤＥショッピング！

種別 出願番号

区分

§Ｔ∞Ｔｏｙｏ Ｂｉｏ－Ｐｈａｒｍａ

35,36,39

【35】販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及び発行
の仲介，加盟店において特典を受けられる会員カードの発行，コンピュータによる顧客管
理，顧客データのファイリングによる管理
【36】交通運賃支払機能・クレジット及びキャッシングカード機能・ポイント蓄積式カード・特
典付きカード機能等を有するＩＣカード又は磁気カードの発行，交通運賃支払機能・クレジッ
ト及びキャッシングカード機能・ポイント蓄積式カード・特典付きカード機能等を有するＩＣ
カード又は磁気カードの発行の取次ぎ，交通運賃支払機能・クレジット及びキャッシング
カード機能・ポイント蓄積式カード・特典付きカード機能等を有するＩＣカード又は磁気カード
利用者に代わってする支払代金の清算，交通運賃支払機能・クレジット及びキャッシング
カード機能・ポイント蓄積式カード・特典付きカード機能等を有するＩＣカード又は磁気カード
発行者に代わってする支払代金の清算，交通運賃支払機能・クレジット及びキャッシング
カード機能・ポイント蓄積式カード・特典付きカード機能等を有するＩＣカード又は磁気カード
の発行者に代わってする会員の募集及びその管理，交通運賃支払機能・クレジット及び
キャッシングカード機能・ポイント蓄積式カード・特典付きカード機能等を有するＩＣカード又
は磁気カードの信用保証，交通運賃支払機能・クレジット及びキャッシングカード機能・ポイ
ント蓄積式カード・特典付きカード機能等を有するＩＣカード又は磁気カードの利用金額に関
する及び利用に関する情報の提供，クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清
算，クレジットカード発行者に代わってする支払代金の清算，デビットカード利用者に代わっ
てする支払代金の清算，電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済，資金の貸付
け及び手形の割引，前払式証票の発行，企業の信用に関する調査，金融又は財務に関す
る助言，金融又は財務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。）及び定期貯金の受入れ，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，金銭先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著
【01】化学品，防しわ剤，保温剤，老化防止剤，たんぱく質を主原料とする化粧品の原材料
となる化学品，酵素を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，コラーゲンを主原料と
する化粧品の原材料となる化学品，松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジン
を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，べにいもの繊維質を主原料とする化粧品
の原材料となる化学品，からいもの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，
いも類の繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，大麦若葉の繊維質を主原
料とする化粧品の原材料となる化学品，甘藷若葉の繊維質を主原料とする化粧品の原材
料となる化学品，ケールの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，ターミナ
リアベリリカから抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，クズの花か
ら抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，枇杷の葉から抽出したエ
キスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，マンネンタケから抽出したエキスを主
原料とする化粧品の原材料となる化学品，黒酢を主原料とする化粧品の原材料となる化学
品，マカから抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，キャベツ・オレ
ンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる
化学品，Ｓ－アデノシルメチオニンを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，ナタデコ
コの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品
【03】松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とするクリーム・化粧
水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品，松樹皮から抽出したオリゴメ
リックプロアントシアニジンを主原料とするせっけん類・シャンプー，松樹皮から抽出したオ
リゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする歯磨き，松樹皮から抽出したオリゴメリック
プロアントシアニジンを主原料とする口内洗浄剤，松樹皮から抽出したオリゴメリックプロア
ントシアニジンを主原料とする香料類，松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニ
ジンを主原料とするバスソルト，べにいもの繊維質を主原料とするクリーム・化粧水・乳液・
美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品，べにいもの繊維質を主原料とするせっけ

通常 2005-100122

通常:
2005-100284
標準

通常 2005-100400

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

中間記録

【37】洗濯，被服のプレス，包装用機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機その他の 【中間記録情報】
［審査］
業務用クリーニング機械器具の修理又は保守
2005.10.25 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

01,03,05,29,30,32,3
5,40,42

36

指定商品・役務

37
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.06.22 手続補正書
2006.06.22 意見書
2006.11.24 拒絶査定
2006.12.25 手続補足書
2007.02.13 手続補正書
2007.02.27 上申書
2007.03.19 手続補正書(方式)
2007.03.19 手続補足書
2007.09.26 登録料納付
［登録］
2007.09.08 登録査定書
2007.09.26 設定納付書
2007.10.23 登録証
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No.

37

38

39

40

41

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

12,36,37,39

【12】自動車並びに部品及び附属品
【中間記録情報】
【36】中古自動車の評価またはこれに関する情報の提供
［審査］
【37】自動車の修理または整備
2005.10.26 願書
【39】車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，駐車場の提供，駐車場の 2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.11.24 上申書
管理，ガス供給，電気の供給，水の供給，自動車の貸与
2005.12.08 認定･付加情報
2005.12.08 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

41,42

【41】学習塾における教授，電子メール・インターネットを利用した学習指導，学習方法に関
する助言及び情報の提供，インターネットを通じた教材の学習方法に関する助言，インター
ネットを利用した映像・音楽の提供，インターネットを利用した学習教材用映像の提供，録
画済みビデオディスク及びビデオテープの貸与，録画済み学習教材用ビデオディスク・学習
教材用ビデオテープの貸与，教材用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除
く。）
【42】コンピュータネットワークシステムの環境設定，インターネットサーバーの構築又は保
守，学習塾内ＬＡＮを利用した学習用コンピュータシステムの設計・環境設定・保守，イン
ターネット上におけるサーバーの記憶領域の貸与，コンピュータシステムの貸与，コン
ピュータシステムの分析

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2005.12.21 手続補正書(方式)
2005.12.22 認定･付加情報
2005.12.22 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)
2006.11.10 拒絶査定

37

【37】衣服のクリーニング

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.03 意見書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定

35,42

【35】ホームページ広告構築サーバー
【42】ホームページ設計、開発

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.11.29 上申書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.01.05 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定

ライブオークション＼ＬＩＶＥ ＡＵ
通常 2005-100473
ＣＴＩＯＮ

クリーニング ハイクラス

ＤＣサーバー

通常:
2005-100979
標準

通常:
2005-101756
標準

通常:
2005-101781
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

【12】自動車並びに部品及び附属品
【中間記録情報】
【36】中古自動車の評価またはこれに関する情報の提供
［審査］
【37】自動車の修理または整備
2005.10.26 願書
【39】車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，駐車場の提供，駐車場の 2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2005.11.24 上申書
管理，ガス供給，電気の供給，水の供給，自動車の貸与
2005.11.30 認定･付加情報
2005.11.30 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

インターネットライブ＼ＩＮＴＥＲＮ
通常 2005-100472
ＥＴ ＬＩＶＥ

ｅゼミナール

指定商品・役務

12,36,37,39
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

42

メンズコレクション

通常:
2005-102673
標準

35

43

ボーイズコレクション

通常:
2005-102674
標準

41
44

バリアフリー コンサート

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
【41】年齢・国籍・健常者・障がい者の区別なく、ともに音楽演奏する企画・運営、及び、演
奏会。

通常:
2005-104887
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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No.

45

46

47

48

49

商標（見本）

商標

デザインフリーＣＭＳ

自由自在ＣＭＳ

速攻多機能ＣＭＳ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2005.12.02 手続補正書(方式)
2006.01.16 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.10 拒絶査定

42

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成また保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2005.12.02 手続補正書(方式)
2006.01.16 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.10 拒絶査定

42

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成また保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2005.12.02 手続補正書(方式)
2006.01.16 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.10 拒絶査定

44

【44】愛玩動物生体の販売，愛玩動物生体の代理販売，愛玩動物生体の仲介，愛玩動物 【中間記録情報】
生体の飼育用品の販売，（愛玩動物の範囲はペットと総称される生体全てを含みます。哺 ［審査］
乳類・爬虫類・両生類・魚類・昆虫・甲殻類・鳥類など）
2005.10.25 願書
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2005.12.12 手続補正書(方式)
2006.02.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.01 認定･付加情報
2006.02.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定

35

【35】国際標準化機構の認証取得のための企業経営に関する助言及びこれに関する情報 【中間記録情報】
［審査］
の提供
2005.11.11 願書
2005.11.11 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
項16号)
2006.06.20 手続補正書
2006.06.20 意見書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.08.31 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.11.28 拒絶査定

通常 2005-104898

通常 2005-104899

通常 2005-104900

通常:
2005-106017
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

【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また保守

【商標（検索用）】＼ＰＥＴ・Ｂｒｅｅ
ｄｅｒｓ＼ペットブリーダーズ＼
【称呼】＼ペットブリーダーズ∞ 通常 2005-105362
§Ｐｅｔ Ｂｒｅｅｄｅｒｓ＼ペットブ
リーダーズ

ＩＳＯの達人

指定商品・役務

42
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

50

51

52

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】移植用の生体組織付き人毛
【42】人毛増殖の分野における医学研究及び製品開発

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.27 拒絶査定
2007.09.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

42

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2005.11.28 認定･付加情報
2005.11.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.01 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))
2006.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.21 手続補正書
2006.05.21 意見書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.08.26 手続補正書
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.11 補正の却下の決定
2006.09.12 手続補正書
2006.09.12 意見書
2006.09.15 伺い書
2006.09.15 認定･付加情報
2006.09.15 認定･付加情報
2006.09.22 伺い回答書
2006.11.06 拒絶査定
2008.06.11 登録料納付
［登録］
2008.06.09 登録査定書
2008.06.11 設定納付書
2008.07.01 登録証

36

【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，生命保険に関する情報の提供，医 【中間記録情報】
療保険契約の締結の媒介，医療保険の引受け，医療保険に関する情報の提供，損害保険 ［審査］
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，損害保険に関する 2005.12.02 願書
情報の提供，保険料率の算出，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及 2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.11.20 拒絶査定
2006.11.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 2007.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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，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

ＡＤＶＡＮＣＩＮＧ ＴＨＥ ＤＥＶＥＬ
ＯＰＭＥＮＴ ＯＦ ＨＡＩＲ ＲＥＧ 通常 2005-106128
ＥＮＥＲＡＴＩＯＮ

商標１１０番

学資サポートプラン

通常:
2005-111205
標準

通常:
2005-113419
標準

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

中間記録

05,42
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

53

54

55

56

商標（見本）

商標

澳門

澳門

図形商標

鉄筋加工センター

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

39

区分

【39】航空機による輸送，旅客及び貨物の航空機による輸送，手荷物の輸送，輸送用物
品・書簡及び文書の回集，書簡・雑誌・メッセージ及び書状の配達，物品の航空機による輸
送，手荷物の配達及び輸送，メッセージ及び書簡の速配，旅行用携行品の保管，貨物の
積卸し，空輸品の梱包及び配達，貨物の発送，空輸品の保管，小荷物の配達，旅行の手
配，出立前の航空機チェックインの手配，旅行に関する情報の提供，旅行用航空券の発
券，旅行チケットの予約代行，インターネットによる航空輸送に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.23 期間延長請求書
2006.11.17 拒絶査定

39

【39】航空機による輸送，旅客及び貨物の航空機による輸送，手荷物の輸送，輸送用物
品・書簡及び文書の回集，書簡・雑誌・メッセージ及び書状の配達，物品の航空機による輸
送，手荷物の配達及び輸送，メッセージ及び書簡の速配，旅行用携行品の保管，貨物の
積卸し，空輸品の梱包及び配達，貨物の発送，空輸品の保管，小荷物の配達，旅行の手
配，出立前の航空機チェックインの手配，旅行に関する情報の提供，旅行用航空券の発
券，旅行チケットの予約代行，インターネットによる航空輸送に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.23 期間延長請求書
2006.11.17 拒絶査定

35

【35】コンピュータによるオンラインでの商品の受注・発注事務の代行，オンラインによる商 【中間記録情報】
品売買契約の媒介又は取次ぎ，商品の販売に関する情報の提供，競売の運営，輸出入に ［審査］
2005.12.08 願書
関する事務の代理又は代行，試供品の配布
2006.02.09 優先権証明書提出書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.17 期間延長請求書
2006.11.17 拒絶査定

09,42

【09】電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路，磁
気ディスク，磁気テープ，その他の周辺機器を含む。），電子計算機用プログラム，その他
の電子応用機械器具及びその部品，映写フィルム，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】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子
計算機利用による情報処理，電子計算機入力データの作成・加工・編集，電子計算機によ
る計算処理，電子計算機のソフトウエアの開発，電子計算機・自動車その他用途に応じて
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
【30】穀物の加工品，ぎょうざ，べんとう，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，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，
酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済み
の大麦，食用粉類，食用グルテン，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップ
クリーム用安定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及び
パン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アーモンド
ペースト
【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，カーテンの貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用加熱調理機
械器具の貸与，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
【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，会議室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，
業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗浄機の貸
与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛け
の貸与，敷物の貸与，タオルの貸与

通常 2005-114871

通常 2005-114872

優先 2005-115299

通常:
2005-116596
標準

30,43

57

ＡＳＡＨＩＫＡＷＡ∞ＺＯＯ ＳＴＲＥ
ＥＴ∞動物園通り＼ひらまつ屋 通常 2005-116600
＼ＨＩＲＡＭＡＴＵ－ＹＡ

43

58

四季料亭＼助六

通常 2005-117248

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.08.11 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))
2006.11.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2005.12.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.10 意見書
2006.08.25 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.06 手続補正書(方式)
2006.10.16 認定･付加情報
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38

59

着信ミュージッククリップ

通常:
2005-117267
標準

09,38

60

着ミュージッククリップ

通常:
2005-117268
標準

06,37

61

イーリング

通常:
2005-118487
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，携帯情報端末，携帯電話端末用ストラップ，カーナビゲーション
装置及びその部品，コンピュータ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，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・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，コンピュータネット
ワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の文字データ，コンピュータネット
ワークを通じてダウンロード可能な音楽，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可
能な映像，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な静止画及び動画，録画済
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－ＲＯ
Ｍ・ＤＶＤ等の記録媒体，その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【38】電気通信（放送を除く。），テレビ会議通信，インターネット又は移動体電話による通信
若しくはその他の通信手段を利用したメッセージ・音楽・映像・画像・演芸・演劇・文書・デー
タ・文字情報の通信及びこれらに関する情報の提供，インターネット又は移動体電話による
通信若しくはその他の通信手段を利用した番組放送スケジュールに関する情報の提供，イ
ンターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したデータ通
信，音声・文字データ・画像の伝送交換，通信機能を有するテレビゲーム機（家庭用及び業
務用を含む）による通信，ゲームオンデマンド又はビデオオンデマンド方式による映像・音
声の伝送交換，電子計算機端末その他の通信機器による通信，電子メール通信，複数宛
先に同時に送信する電子メール通信，電子メールの自動転送，電子掲示板通信，電子
データの自動転送，データ通信に関する情報の提供，人工衛星による通信，人工衛星を利
用した伝送交換，電子計算機端末その他の通信機器を利用した通信に関する情報の提
供，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，報道をする者に対するニュース
【09】電気通信機械器具，携帯情報端末，携帯電話端末用ストラップ，カーナビゲーション
装置及びその部品，コンピュータ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，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・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，コンピュータネット
ワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の文字データ，コンピュータネット
ワークを通じてダウンロード可能な音楽，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可
能な映像，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な静止画及び動画，録画済
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－ＲＯ
Ｍ・ＤＶＤ等の記録媒体，その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【38】電気通信（放送を除く。），テレビ会議通信，インターネット又は移動体電話による通信
若しくはその他の通信手段を利用したメッセージ・音楽・映像・画像・演芸・演劇・文書・デー
タ・文字情報の通信及びこれらに関する情報の提供，インターネット又は移動体電話による
通信若しくはその他の通信手段を利用した番組放送スケジュールに関する情報の提供，イ
ンターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したデータ通
信，音声・文字データ・画像の伝送交換，通信機能を有するテレビゲーム機（家庭用及び業
務用を含む）による通信，ゲームオンデマンド又はビデオオンデマンド方式による映像・音
声の伝送交換，電子計算機端末その他の通信機器による通信，電子メール通信，複数宛
先に同時に送信する電子メール通信，電子メールの自動転送，電子掲示板通信，電子
データの自動転送，データ通信に関する情報の提供，人工衛星による通信，人工衛星を利
用した伝送交換，電子計算機端末その他の通信機器を利用した通信に関する情報の提
供，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，報道をする者に対するニュース
【06】鉄及び鋼，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属
製人工魚礁，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素
に当たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製金具，金属製建具
【37】建設工事，建築工事に関する助言，荷役機械器具の修理又は保守，土木機械器具
の修理又は保守，土木機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.07 意見書
2006.09.08 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2007.02.03 手続補足書
2007.02.07 手続補正書

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2005.12.22 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)
2006.11.17 拒絶査定
2008.04.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

62

にっぽんと＼遊ぼう

通常 2005-118538

09,42

63

ＦｒｅｅＦｏｒｕｍ２１

通常:
2005-119909
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
【41】日本古来からの伝統・文化をテーマとするイベントの企画・運営又は開催，その他の
文化・文明・歴史をテーマとするイベントの企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・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。），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，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
【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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.05.24 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
2006.07.03 代理人受任届
2006.07.05 手続補足書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.04 認定･付加情報
2006.11.15 拒絶査定
2007.02.14 手続補正書
2007.02.14 手続補足書
2007.11.21 登録料納付
［登録］
2007.11.14 登録査定書
2007.11.21 設定納付書
2007.12.11 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

64

次世代ネットワークサービスプ
ラットフォーム

通常:
2005-119911
標準

09,42

65

セキュアインターネット接続ソ
リューション

通常:
2005-119914
標準

44

66

スパドクター

通常:
2005-120662
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】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，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，
【44】入浴施設の提供，入浴施設の提供に関する指導及び助言（インターネットによるもの
を含む。），入浴施設の提供に関する情報の提供（インターネットによるものを含む。），入
浴施設の提供に伴う水質検査及び水質保証，入浴施設の提供に関する指導及び助言に
伴う人材の派遣及び従業員の教育，入浴施設の提供に伴うインターネットを利用した管理
運営状況の遠隔モニター監視，入浴施設の提供に伴う機器・資材・薬剤等の販売，入浴施
設の建築・設計・改築等の指導及び助言，入浴施設に使用される機器・資材・薬剤等の
メーカーに対する販売方法の指導及び助言

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.24 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 手続補正書
2006.09.15 意見書
2006.11.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.08.01 伺い書
2006.08.04 伺い回答書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

67

ＡＤＤＶＡＮＣＥ ＡＮＧＩＯＴＥＣＨ
ＤＲＵＧ－ＤＥＶＩＣＥ ＶＥＮＴＵＲ
優先 2005-121432
Ｅ ＡＮＤ ＣＡＰＩＴＡＬ ＥＮＴＥＲ
ＰＲＩＳＥＳ

41

68

ｅＳｏｆｔ

通常 2005-121993

09,14,16,25,28,41

69

みんなのトニオちゃん

通常:
2005-123037
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【36】投資（主として生命科学産業を対象にしたもの），投資に関するコンサルティング（主と
して生命科学産業を対象にしたもの），金融・財務及び投資に関する情報の提供（主として
生命科学産業を対象にしたもの），新興企業への投資，新興企業への運転資金の貸付け，
新興企業への運転資金の投資，投資ファンドの管理，預金の受入れ（債券の発行により代
える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，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
【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
【09】コンピュータ用のプログラム，コンピュータ用のゲームプログラムを記録させた電子回
路・磁気ディスク・その他の記録媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ，業務用のテレビゲー
ム機，コンピュータ又は移動体電話機による通信を用いてのダウンロードが可能な電子計
算機用プログラム，コンピュータ又は移動体電話機による通信を用いてのダウンロードが
可能な電子出版物，レコード及び録音済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク，携帯電
話機，音楽再生用プレーヤー，携帯電話機用ストラップ・その他の付属品，マウスパッド，
電気通信機械器具，電子応用機械器具の部品
【14】貴金属，身飾品，時計とその部品及び付属品
【16】紙製包装用容器，衛生手ふき，型紙，紙製テーブルクロス，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，荷札，雑誌，新聞，写真，写真立
て，文房具類
【25】被服，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用の特殊靴
【28】おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，釣り具，ゲーム用品，遊戯用カード
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，美術品の展示，音響用の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，コンピュータグラフィックデザイン及びデジタルメ
ディアコンテンツの分野に関する知識の教授，コンピュータグラフィックデザイン及びデジタ
ルメディアコンテンツの分野に関するセミナー・ワークショップ・トレーニングセッションの企
画・開催・運営

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.01.20 優先権証明書提出書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.06 期間延長請求書
2006.10.06 意見書
2006.10.06 手続補足書
2006.11.07 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2007.04.16 手続補正書(方式)
2007.04.18 手続補足書
2008.01.08 手続補正書
2008.03.04 登録料納付
［登録］
2008.02.15 登録査定書
2008.03.04 設定納付書
2008.03.25 登録証
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.02.03 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)
2006.11.17 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.01.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 手続補正指示書(審査官)
2006.11.24 拒絶査定
2006.12.05 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.03.05 手続補正書(方式)
2007.03.05 手続補正書
2007.03.05 手続補正書
2007.11.19 手続補正書
2008.04.14 登録料納付
［登録］
2008.03.12 登録査定書
2008.04.14 設定納付書
2008.05.13 登録証
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
42

70

＠特保＼＠トクホ

72

73

ｚｉｚｉｍｉ

八戸せんべい汁本舗

30,43

【30】せんべい，せんべいを用いた菓子，せんべいとせんべい汁用調味料からなる即席せ
んべい汁セット，菓子及びパン（せんべい及びせんべいを用いた菓子を除く。），アイスク
リーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精油のものを
除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベット
のもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，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，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，
米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
【43】せんべい汁の提供，飲食物の提供（せんべい汁の提供を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.04 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.02.21 刊行物等提出書
2006.03.22 刊行物等提出による通知書
2006.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.06.13 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))
2006.07.21 意見書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.11.15 拒絶査定

43

【43】宿泊施設の提供，飲食物の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，タオルの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

通常 2005-123409

通常 2005-123496

通常:
2006-000087
標準

ＴＲＡＶＥＬ ＳＨＯＵＬＤ ＴＡＫＥ 通常:
2006-000506
ＹＯＵ ＰＬＡＣＥＳ
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］
2005.12.21 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.17 拒絶査定

43
71

指定商品・役務
【42】インターネット・電子メールその他の通信ネットワークを用いて行う電子計算機のプロ
グラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供，インターネットその他のコンピューター
ネットワークを介して会議室・掲示板・及びデータベースにアクセスするためのサーバーの
貸与，インターネットにおけるホームページの作成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作成代行，インターネットにおけるホームページの設計又は作成，イ
ンターネットにおけるホームページ検索用エンジンの提供，インターネットによる新聞・雑誌
記事の情報の提供，インターネットのホームページに関するデザインの考案，インターネッ
トのホームページ及び電子掲示板を用いた新聞・雑誌記事情報の提供，インターネットの
ホームページ及び電子掲示板を用いた電子計算機のプログラムの設計・作成・保守に関
する情報の提供，インターネットを通じて提供されるコンピュータプログラムの作成及び提
供，インターネット等の電子計算機端末通信による気象情報・求人情報・ファッション・美容
に関する情報の提供，コンピューターデータベースから若しくはインターネット上のウェブサ
イトから提供される新聞・雑誌記事に関する情報の提供，コンピューター用プログラム・コン
ピューター用データベース・コンピューターその他のコミュニケーションネットワーク及びイン
ターネットサイトの設計・作成・保守及び改良，データ通信による電子計算機用プログラム
の設計・作成・保守に関する助言，リモートコンピューティング及び情報通信システム用プロ
グラムの作成，ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）のための電子計算機のプログラムの保
守，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，情報処理シス
テムの企画・立案・開発・評価その他の電子計算機システムの設計又は作成，人材派遣に
よる電子計算機のプログラムの設計・作成・保守及び助言，製品データ管理・作業フロー管
理・業務分担及び機械的又は電子機械的な部品・製品及びコンポーネントのコンピュータ
支援設計のためのコンピュータプログラムの設計・作成，通信による電子計算機用のプロ
グラムの提供，通信ネットワークシステムの企画・設計及びそのコンサルティング，通信機
【43】飲食物の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
22／74

３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

74

Ｗｅｂ会議

通常:
2006-001815
標準

37,42
75

物件管理くん

通常:
2006-003124
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］
2006.01.13 願書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.02 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定
2007.05.31 刊行物等提出書
2007.06.27 認定･付加情報

ＢＯＤＹＲＯＯＭ＼ボディルーム 通常 2006-002622

09,42

76

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
【37】建設工事，建築工事に関する助言
【42】建築物の設計，デザインの考案
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

2008/8/12
23／74

３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

77

78

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

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
【40】文字・記号・写真・絵のブラスト又はレーザーによる加工を含むガラス加工

通常:
2006-003947
標準

40

79

レーザー・フォト＼Ｌａｓｅｒ ｐｈｏｔ
通常 2006-004182
ｏ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【42】電子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，電子計算機のプログラムの設 ［審査］
2006.01.20 願書
計・作成又は保守
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

ウェブサーベイ＼ＷｅｂＳｕｒｖｅｙ 通常 2006-003822

ＴｈｉｎＲｅａｄｅｒＷｒｉｔｅｒ

指定商品・役務

09,42
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.01.20 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)
2006.11.17 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.02.23 手続補正書(方式)
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.09 認定･付加情報
2006.06.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
24／74

３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,37,42

80

07,39

【07】機械式自転車駐輪装置、機械式自動二輪車駐輪装置
【39】駐輪場の提供、駐輪場の管理、機械式駐輪装置の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 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)
2006.11.10 拒絶査定

35

【35】電気通信事業及び通信事業の分野における事業に関する指導及び助言，トレーディ 【中間記録情報】
ングスタンプ又はポイント蓄積式カードの発行，トレーディングスタンプ又はポイント蓄積式 ［審査］
2006.01.24 願書
カードの発行に関する調査・指導・助言及び情報の提供，トレーディングスタンプ又はポイ
2006.01.26 認定･付加情報
ント蓄積式カードの発行事業に関するシステムの導入及び活性化の指導，コンピューター
データーベースの情報構築及び情報編集，広告，経営の診断又は経営に関する助言，市 2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
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 号)
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 2006.11.10 拒絶査定
聞の予約購読の取り次ぎ，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・テレックスまた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

Ｃｒｅａｔｅ，ｓｈａｒｅ ＆ ｔｈｉｎｋ ａｓ 通常:
2006-004533
ｏｎｅ
標準

82

83

法人ナビ

コインサイクル

ｉｍｐｒｏｏｖｅ＼ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

通常:
2006-004587
標準

通常:
2006-004600
標準

通常 2006-004726

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.01.23 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 意見書
2006.11.24 拒絶査定
2007.09.27 登録料納付
［登録］
2007.09.19 登録査定書
2007.09.27 設定納付書
2007.10.23 登録証

09,42
81

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，ファクシミリ，その他の電
気通信機械器具，電子複写機・インクジェットプリンター・レーザービームプリンター用のコ
ンピューターソフトウェア，プリンター機能・スキャナー機能・ファクシミリ機能付き電子複写
機並びにこれらの部品及び附属品，インクジェットプリンター，レーザービームプリンター，
その他の電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防
車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防
火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログ
ラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスー
ツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メト
ロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算
尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク
及びビデオテープ，電子出版物
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，情報セキュリティマネジメントシステムに係わる
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，コンピュータ用ソフトウェア
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機用プログラムの提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
25／74

３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

84

カナディアン ツーバイホーム

通常:
2006-004894
標準

35

85

ｉｍｐｒｏｏｖｅ＼ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

通常 2006-005878

41

86

ラーニングコーチ

植物介在療法

通常:
2006-006962
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］
2006.01.24 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)
2006.11.24 拒絶査定

【16】印刷物
【41】園芸に関する知識及び技術の教授，園芸に関するセミナーの企画・運営又は開催，
植物の供覧，庭園の供覧，園芸に関する書籍の制作，娯楽のための貸し農園の提供，園
芸を活用した介護福祉施設における知識の教授，園芸を活用した介護福祉に関する講演
会・研修会の企画・運営又は開催，施設における知識の教授，園芸を活用した介護者の養
成に関する知識の教授，園芸を活用した介護に関する雑誌の貸与
【44】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
（園芸に関するものに限る。），植木の貸与，植木鉢・園芸挟み・家庭園芸用の水耕式植物
栽培器・くわ・鋤及びレーキの貸与，芝刈機の貸与，防虫対策の指導・助言（園芸に関する
ものに限る。），園芸を活用した治療法に関する指導，園芸を活用した治療法に関する情
報の提供，園芸を活用した治療法による治療

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2006-006671
標準

16,41,44

87

指定商品・役務
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借
の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地
の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地
の売買の代理又は媒介，建物又は土地の有効活用に関する企画・指導又は助言，建物又
は土地の売買に関する指導及び助言，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
【35】電気通信事業及び通信事業の分野における事業に関する指導及び助言，トレーディ
ングスタンプ又はポイント蓄積式カードの発行，トレーディングスタンプ又はポイント蓄積式
カードの発行に関する調査・指導・助言及び情報の提供，トレーディングスタンプ又はポイ
ント蓄積式カードの発行事業に関するシステムの導入及び活性化の指導，コンピューター
データーベースの情報構築及び情報編集，広告，経営の診断又は経営に関する助言，市
場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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
聞の予約購読の取り次ぎ，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・テレックスまた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
【41】インターネットを利用した知識の教授，人材の育成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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.11.17 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.08.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.27 拒絶査定
2007.02.27 手続補正書
2007.12.28 登録料納付
［登録］
2007.10.30 登録査定書
2007.12.28 設定納付書
2008.01.22 登録証

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37

88

自然床冷暖房の家

通常:
2006-007896
標準

42

89

解析測量

大収納の家

通常:
2006-008640
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］
2006.01.19 願書
2006.02.17 手続補正指令書(出願)
2006.02.20 手続補正書(方式)
2006.03.28 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)
2006.11.17 拒絶査定

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の運用・有効活用に
関する企画・指導，建物又は土地の情報の提供，資金の貸付け，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の代理又は媒介，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，株式
市況に関する情報の提供，ゴルフ会員権契約の代理又は媒介，ゴルフ会員権情報の提
供，生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理，美術品の評価，企業の信
用に関する調査，慈善のための募金
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築設備の運転，映写機の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，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，機械式駐車装置の修理又は保守，浄
水装置の修理又は保守，照明用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，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，貯蔵槽類
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，ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理，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，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，家具の修理，ガス湯沸かし
器の修理又は保守，加熱器の修理又は保守，なべ類の修理又は保守，金庫の修理又は
保守，錠前の取付け又は修理，洗浄機能付き便座の修理，浴槽類の修理又は保守，畳類
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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 拒絶査定

通常 2006-007910

36,37

90

指定商品・役務
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建物外構工事，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
林業に関するものを除く。）
【42】電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.02.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

91

ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＲＥＬＡＴＩＯＮ
ＭＥＲＣＨＡＮＤＩＳＩＮＧ

通常 2006-008846

36
92

93

94

仮住まい情報センター

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.21 拒絶査定

通常 2006-009051

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き
【中間記録情報】
［審査］
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
2006.02.06 願書
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.09.22 意見書
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
2006.11.17 拒絶査定
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

03,44

【03】せっけん類，化粧品，室内芳香剤
【44】美容，理容，入浴施設の提供，医業

通常 2006-009183

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.01.24 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.15 意見書
2006.08.28 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定

03,44
トータル・ビューティ＆ヘルス＼
通常 2006-009166
Ｔｏｔａｌ Ｂｅａｕｔｙ ＆ Ｈｅａｌｔｈ

ヘッドセラピー

指定商品・役務
【09】電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械
器具，録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みの光ディスク・磁気
ディスク・光磁気ディスク，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，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・ビデオテープ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディス
ク，レコード，電子出版物，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
【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
成又は保守に関する助言・情報の提供，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機用
プログラムの提供に関する助言・情報の提供，電子計算機システムの設計・作成又は保
守，電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言・情報の提供，電子計算機シ
ステムの遠隔監視，電子計算機システムの遠隔監視に関する助言・情報の提供，ウェブサ
イトの作成又は保守，電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領
域の貸与，電子計算機の貸与，商品に関するコンピュータデータベースへのアクセスタイム
の賃貸，その他のコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，電子計算機・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，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
【36】建物又は土地の情報の提供，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の売
買，建物の売買の代理又は媒介，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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.07.19 刊行物等提出書
2006.08.15 認定･付加情報
2006.08.18 刊行物等提出による通知書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定
2007.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

95

ＣＧＭマイニング

通常:
2006-009593
標準

36

96

ゼオライト原石債

通常 2006-009956

35
97

98

99

派遣ナビ

ＥＳカルバート

ＨＹＢＲＩＤＣＡＲＤ

通常 2006-009965

指定商品・役務

06,37

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【37】土木一式工事

35

【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，市場調査，商品の販売 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.01.26 願書
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
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.09.19 意見書
イター・複写機及びワードプロセッサの貸与，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式
2006.10.25 認定･付加情報
カード・割引付特典カードの発行及び発行の仲介
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2006-009973
標準

通常:
2006-009974
標準

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

中間記録

【35】インターネット・電子メール又は携帯電話等移動端末による広告，インターネットにお 【中間記録情報】
けるバナー広告の作成，インターネットにおけるホームページによる広告スペースの提供， ［審査］
インターネットにおける広告掲載ページの作成，インターネットウェブサイトにおけるショッピ 2006.02.06 願書
ングモールを介した商品の広告，インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワー 2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
クを利用した市場調査，インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用 項16号)
2006.11.24 拒絶査定
した商品の販売に関する情報の提供，インターネットを介したショッピングモールにおける
2007.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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，ショッピングセンター・ショッピングモールの事業
の運営・管理，コンピュータ・データベースの情報構築及び情報編集，コンピューターデータ
ベースの情報構築及び情報編集に関する情報の提供及び助言，コンピュータによるデータ
ベースの検索代行，コンピュータデータベースによるファイルの管理，コンピュータデータ
ベースへのデータ入力，広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関す
る助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっ
せん，求人情報の提供，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約
購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれ
らに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気テープのファイリング，建築物における来訪
【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， 2006.01.26 願書
2006.02.28 上申書
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
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状 2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
に関する業務，割賦購入のあっせん，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価
証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物 2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.11.10 拒絶査定
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
【35】職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供（人材派遣によるものを含
【中間記録情報】
む。），通信回線を用いたインターネットその他の方法による求人及び派遣会社への業務 ［審査］
依頼情報の提供，派遣先企業への業務案件に関する情報の提供，派遣による新商品の開 2006.01.26 願書
発・販売計画の作成に必要な基礎資料を得るためにする市場調査又は当該調査の結果の 2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
整理若しくは分析，市場調査（派遣によるものを含む。），人材の募集に関する情報提供及 条1項11号を除く))
2006.11.24 拒絶査定
びコンサルティング
2006.12.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

100

ＨＹＢＲＩＤＣＡＲＤ

通常:
2006-009976
標準

09,41

101

Ｋ２ ＲＥＣＯＲＤＳ＼ケーツーレ
通常 2006-010000
コード

29,43

102

指定商品・役務
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券の売
買，有価証券指数等先物取引，有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有
価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先
物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券
指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価
証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱
い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受託，生命保険契約の
締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査
定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建
物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の
管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒
介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評価，企業の信
用に関する調査，慈善のための募金，キャッシュカードによる預金の支払い及び残高照
会，キャッシュカード発行の代行，ギフトカード発行の代行，クレジットカード・デビットカード
の発行の取り次ぎ，割賦販売利用者・クレジットカード・デビットカード利用者に代わってす
る支払代金の清算，クレジットカード・デビットカードの会員の募集及び会員管理，クレジット
カード・デビットカードの発行会社に代わって行うクレジットカード・デビットカードの会員の募
集及び会員管理，クレジットカード・デビットカード利用金額に関する情報の提供，第三者発
【09】録音済み又は録画済みのコンパクトディスク（ＣＤ）・光ディスク・ＤＶＤ・ビデオテープ，
未録音又は未録画のコンパクトディスク（ＣＤ）・光ディスク・ミニディスク（ＭＤ）・ＤＶＤ・ビデ
オテープ，レコード，コンパクトディスクプレーヤー，ＤＶＤプレーヤー・レコーダー，その他の
電気通信機械器具，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，メトロノーム，電子楽器用自動演奏
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィル
ム，スライドフィルム用マウント，電子出版物
【41】録音済み又は録画済みのコンパクトディスク（ＣＤ）・光ディスク・ＤＶＤ・ビデオテープ及
【29】肉製品
【43】やきとり料理を主とする飲食物の提供

ＫＡＭＡＹＡＫＩＴＯＲＩ＼ＨＯＮＰＯ
通常 2006-010367
＼釜焼鳥本舗∞釜焼鳥

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.01.26 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 意見書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 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)
2006.08.23 意見書
2006.08.23 代理人受任届
2006.08.28 手続補足書
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.25 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶査定

2008/8/12
30／74

３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

103

104

105

商標（見本）

商標

電気ポットクッキング

電気ポット料理

統合文書管理ソリューション

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【41】技芸・スポーツ又は知識教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.28 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)
2006.11.10 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 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］
2006.02.10 願書
2006.02.10 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)
2006.11.24 拒絶査定

通常 2006-010918

通常 2006-010919

通常:
2006-011127
標準

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

中間記録
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42

106

メール着信メロディ

通常:
2006-011135
標準

44
107

ハンドトリート＼ＨＡＮＤ ＴＲＥＡ
通常 2006-011211
Ｔ

44
108

オイルトリート＼ＯＩＬ ＴＲＥＡＴ

通常 2006-011212

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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，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 【中間記録情報】
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
［審査］
【38】電気通信（放送を除く。）
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
【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
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・ 2006.08.16 出願人名義変更届(一般承継)
2006.08.31 手続補正書
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。），放送番 2006.08.31 意見書
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために 2006.11.02 拒絶査定
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 2006.11.13 手続補足書
2006.11.29 手続補正書(方式)
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 2007.04.05 代理人変更届
2007.08.29 出願取下書
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
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【44】美容，理容，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 【中間記録情報】
［審査］
り，美容又はマッサージに関する情報の提供
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 拒絶査定
【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 【中間記録情報】
［審査］
り，美容又はマッサージに関する情報の提供
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41,42

109

ＤＭＳＳ

通常:
2006-011493
標準

44

110

リフトアップ＼Ｌｉｆｔ ｕｐ

転職ＡＧＥＮＴ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.11.15 拒絶査定

通常 2006-011677

35,41

111

指定商品・役務
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく
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
レックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，筆耕，文書又は磁気テープのファイリン
グ，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及
びワードプロセッサの貸与，自動販売機の貸与
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，庭園の供覧，洞窟の供
覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，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，おもちゃ
の貸与，楽器の貸与，カメラの貸与，光学機械器具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，図
書の貸与，ラジオ受信機の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気
テープの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，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，電子計算機用プログラムの提供，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，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，登記又は供託に関する手続の代理，社
【44】美容，理容

通常 2006-012097

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.02.13 願書
2006.02.14 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)
2006.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶査定

【35】インターネット・電子メール又は携帯電話等移動端末による広告，インターネットにお 【中間記録情報】
けるバナー広告の作成，インターネットにおけるホームページによる広告スペースの提供， ［審査］
インターネットにおける広告掲載ページの作成，インターネットによる商品の販売促進及び 2006.02.13 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
役務の提供促進のための広告又は展示会の企画に関する情報の提供，コンピュータ・
データベースの情報構築及び情報編集，コンピューターデータベースの情報構築及び情報 条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定
編集に関する情報の提供及び助言，コンピュータによるデータベースの検索代行，コン
ピュータデータベースによるファイルの管理，コンピュータデータベースへのデータ入力，ビ
ジネスに関するデータベース化された情報の提供，広告，トレーディングスタンプの発行，
経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテル
の事業の管理，職業のあっせん，求人情報の提供，競売の運営，輸出入に関する事務の
代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子計算機・タイプ
ライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気テープのファイ
リング，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機
及びワードプロセッサの貸与，自動販売機の貸与
【41】インターネットによる講演会・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，セミナー・シンポジウム・フォーラム・会議・会合・講演会・研
修会・研究会・討論会・講習会の企画・運営又は開催又はこれらに関する情報の提供，検
定試験・資格認定試験・模擬試験の企画・運営又は実施，電気通信回線を通じて行う検定
試験・資格認定試験・模擬試験の実施，インターネットを利用した検定試験・資格認定試
験・模擬試験に関する情報の提供，検定試験受験者へのセミナーの開催，資格検定試験
受験のための学習講習会の企画・運営又は開催，教材として用いる書籍の制作，教育及
び研修用教材に関する情報の提供，教材としての電子書籍の制作及び貸与，教材として
の電子書籍の制作及び貸与に関する情報の提供，教材用スライドフィルムの制作（映画・
放送番組・広告用のものを除く。），教材用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37

112

町の便利屋さん

通常:
2006-012212
標準

37

113

町の便利屋さん高岡店

通常:
2006-012213
標準

44
114

岩盤岩陶浴

指定商品・役務
【37】アンテナの設置工事，ペンキ塗り替工事，テント設営工事，キッチン・トイレの取付工
事又は修理，フェンスの修理又は保守，家具・什器およびその付属器具の解体・組立・移
動・設置工事，家屋の修理又は保守，建設工事，汚水配水管・排水槽の点検・保守又は修
理，水質汚濁防止装置の修理又は保守，水道用栓の修理又は保守，浄水装置の修理又
は保守，家具の修理又は保守，錠前の取付け又は修理，家屋の清掃，建築物の外壁の清
掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，庭の清掃，道路の清掃，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
【37】アンテナの設置工事，ペンキ塗り替工事，テント設営工事，キッチン・トイレの取付工
事又は修理，フェンスの修理又は保守，家具・什器およびその付属器具の解体・組立・移
動・設置工事，家屋の修理又は保守，建設工事，汚水配水管・排水槽の点検・保守又は修
理，水質汚濁防止装置の修理又は保守，水道用栓の修理又は保守，浄水装置の修理又
は保守，家具の修理又は保守，錠前の取付け又は修理，家屋の清掃，建築物の外壁の清
掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，庭の清掃，道路の清掃，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
【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

通常 2006-012358

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.02.14 願書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.08.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.13 拒絶査定
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No.

115

116

商標（見本）

商標

岩陶岩盤浴

ハウスインハウス

種別 出願番号

区分

118

119

120

ｉ－こころの診療室

パウダーリフレ＼ＰＯＷＤＥＲ
ＲＥＦＬＥ

ミニリフレ＼ＭＩＮＩ ＲＥＦＬＥ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.08.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.13 拒絶査定

37,42

【37】建築工事，建築工事に関する情報の提供，建築工事に関する助言，建築設備の運
転・点検・整備，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，
土木機械器具の貸与，暖冷房装置の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保
守，電気通信機械器具の修理又は保守，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，製材用・木工用又は合板用の機械器具の
修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守
【42】建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）
又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログ
ラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をす
るためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に
関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計
画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木
に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に
関する試験又は研究，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，あん摩・マッサー
ジ及び指圧，きゅう，はり

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.02 拒絶査定

通常 2006-012359

通常:
2006-012487
標準

通常:
2006-012672
標準

【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 【中間記録情報】
［審査］
り，美容又はマッサージに関する情報の提供
2006.02.15 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 拒絶査定

44

【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 【中間記録情報】
［審査］
り，美容又はマッサージに関する情報の提供
2006.02.15 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 拒絶査定

44

【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 【中間記録情報】
［審査］
り，美容又はマッサージに関する情報の提供
2006.02.15 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 拒絶査定

通常 2006-012789

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.02.15 願書
2006.02.15 手続補足書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.03.16 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)
2006.11.10 拒絶査定

44
通常 2006-012788

ベーシックリフレ＼ＢＡＳＩＣ ＲＥ
通常 2006-012790
ＦＬＥ

中間記録

【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
きゅう，柔道整復，はり

44

117

指定商品・役務

44

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

2008/8/12
35／74

３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標
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42

121

ＳＶＧグラフ

通常:
2006-012849
標準
37

122

ストーンケアシステム＼ＳＴＯＮ
通常 2006-013044
Ｅ ＣＡＲＥ ＳＹＳＴＥＭ

11,20,44

123

岩盤浴

通常 2006-013048

36

124

仮住まい専門

デジタル紙芝居

通常:
2006-014061
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］
2006.02.15 願書
2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.08 拒絶査定
【37】石材の研磨工事，石材のシミ抜き工事，石材の補修工事，石材の防滑工事，石材の 【中間記録情報】
［審査］
コーティング工事
2006.02.03 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

【11】電気温度調整機能付きベッド・椅子・腰掛・ベンチ・家具・寝具・寝台，愛玩動物用の電
気温度調整機能付きベッド・椅子・腰掛・ベンチ・家具・寝具・寝台
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，毛布，敷布，布団カバー，ベッド，椅子，腰掛，
家具，寝具，寝台，ベンチ，スリーピングバッグ，犬小屋，小鳥用巣箱，木箱，愛玩動物用
のベッド・椅子・腰掛・家具・寝具・寝台・ベンチ・スリーピングバッグ
【44】美容，理容，医療，治療，介護，マッサージ，エステティック美容，美容・理容・医療・治
療・介護・マッサージ・エステティック美容・入浴・温浴など施設の提供，美容・理容・医療・治
療・介護・マッサージ・エステティック美容・入浴・温浴・ダイエット・健康管理に関する助言や
コンサルティングなどの情報の提供，美容・理容・医療・治療・介護・マッサージ・エステ
ティック美容・入浴・温浴・ダイエット・健康管理に関する機械器具の貸与
【36】建物又は土地の情報提供，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，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.24 拒絶査定

【35】通信ネットワークを利用した広告，その他の広告，広告用ビデオの制作，ウエブサイト
上における広告スペースの提供又はこれに関する情報の提供，トレーディングスタンプの
発行又はこれらに関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，イ
ンターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の販売
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，インターネット又は移動
体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信販売の注文・受付・発注に関
する事務処理代行，書籍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，職業のあっせん及びこれに関する情報の提供，インターネット又は移動体電話によ
る通信若しくはその他の通信手段を利用したオークションの運営その他の競売の運営及び
これに関する情報の提供，商品の展示即売会の企画・運営又は開催，輸出入に関する事
務の代理又は代行及びこれらに関する情報の提供，新聞の予約購読の取次ぎ及びこれに
関する情報の提供，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，メールアドレスとユーザＩＤやパスワードか
らなるコンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集その他のコンピュータデー
タベースへの情報構築若しくは情報編集
【41】当せん金付証票の発売及びこれに関する情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教
授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに
関する情報の提供，動物の調教及びこれに関する情報の提供，植物の供覧及びこれに関
する情報の提供，動物の供覧及びこれに関する情報の提供，電子出版物の提供，図書及
び記録の供覧，通信端末を用いた著作物の供覧，美術品の展示及びこれに関する情報の
提供，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の
企画又は運営及びこれらに関する情報の提供，映画の上映・制作又は配給，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.07.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定

通常 2006-013541

35,41

125

指定商品・役務
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機用プログラムの提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 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)
2006.11.24 拒絶査定
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126

127

128

129

130

131

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

よくあさ

翌朝１０時郵便

ゴージャスボディ

富嶽やきそば

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，貨物の輸送 【中間記録情報】
［審査］
の媒介，郵便
2006.02.17 願書
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 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，貨物の輸送 【中間記録情報】
［審査］
の媒介，郵便
2006.02.17 願書
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 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，貨物の輸送 【中間記録情報】
［審査］
の媒介，郵便
2006.02.17 願書
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.17 拒絶査定

44

【44】エステティック美容，その他の美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び 【中間記録情報】
［審査］
指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，リフレクソロジー，整体，アロマテラ
ピーの提供，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，美容院用 2006.02.20 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
又は理髪店用の機械器具の貸与
2006.11.10 拒絶査定

43

【43】焼きそば・お好み焼き・焼きうどん・たこ焼きを主とする飲食物の提供，日本料理を主 【中間記録情報】
とする飲食物の提供，西洋料理を主とする飲食物の提供，中華料理その他の東洋料理を ［審査］
主とする飲食物の提供，アルコール飲料を主とする飲食物の提供，茶・コーヒー・ココア・清 2006.02.07 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2006-014136
標準

通常:
2006-014138
標準

通常:
2006-014140
標準

通常:
2006-014548
標準

通常 2006-014606

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】人それぞれの素質・能力・成長の可能性を引っ張り出し各々の自己改革を図ることに 【中間記録情報】
より，個人のビジョン・組織の目標を達成する教授法（特定の教室又は派遣による指導・助 ［審査］
2006.02.07 願書
言・支援）
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定

メンタルコーチング＼ｍｅｎｔａｌ ｃ
通常 2006-014064
ｏａｃｈｉｎｇ

新特急郵便

指定商品・役務

41
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商標
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区分
41

132

声の図書館

通常 2006-014780

36

133

元本プラス

通常:
2006-015001
標準

36

134

キャッシングの通販

通常 2006-015031

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】オンラインによる音声の提供，移動体電話による通信を用いて行なう音楽・音声の提 【中間記録情報】
供，電気通信回線を通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映 ［審査］
像の提供，朗読劇の演出又は上演，映画・紙芝居・朗読・演芸・演劇又は音楽のためのス 2006.02.21 願書
タジオの提供，オンラインによるゲームの提供，コンピュータネットワークを利用した音楽の 2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定
演奏の映像の提供及び音楽の演奏に関する情報の提供，映像の上映，映像ソフトウェア
2007.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
の原盤の制作，音楽・映像を記録したＣＤ－ＲＯＭ原盤の制作，音楽・映像を記録したレ
コード原盤・マスターテープの制作，音楽及び映像用磁気テープ並びに磁気ディスクの原
盤の制作，音楽用又は映像用のスタジオの提供，スポーツ・音楽・美術・映画・演芸・演劇・
ホームページコンテストにおける賞の企画又は運営，ライブパフォーマンスにおける演芸の
上演又は音楽の演奏，ラジオ・テレビでの音楽の演奏及び演芸の上演，映画・演芸・演劇・
音楽の演奏の興行の企画又は運営，音楽コンクールの企画・運営又は開催，写真の撮影
並びにこれに関する情報の提供，写真の展示，写真の展示施設の提供，写真を記録したＣ
Ｄ－ＲＯＭ形式の電子出版物の制作，写真コンテスト及び写真展の企画・運営又は開催，
写真画像データの記録媒体への複製，書籍・漫画・雑誌・写真集の制作，電子書籍・電子
漫画・電子雑誌・電子写真集の制作，エキシビジョン・コンサート・映画及びアートイベントの
上演のための施設の提供，雑誌・書籍の制作に関する指導・助言・情報の提供，レコード
又は録音済みビデオディスク・コンパクトディスク・ミニディスク・ＤＶＤ・光ディスク及び磁気
テープの貸与，ネガフィルム・ポジフィルムの貸与，映画フィルムの貸与，絵画の貸与，写
真の貸与，書画・美術品の貸与及びこれらに関する情報の提供，新聞・雑誌・書籍・地図・
図面・写真の画像・文字情報を記録させた磁気テープ・磁気カード・磁気シート・磁気ディス
ク・光ディスク・電子回路の貸与，電子計算機端末による通信を用いた映画・演芸・演劇又
は音楽の演奏に関する本・ビデオテープ及びオーディオテープの貸与，技芸・スポーツ又は
知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展
示，庭園の供覧，洞窟の供覧，電子出版物の提供，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興
【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， 2006.02.21 願書
2006.02.21 認定･付加情報
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状 2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.11.20 拒絶査定
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
【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， 2006.02.21 願書
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.11.06 拒絶査定
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・
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No.

135

136

商標（見本）

商標

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

【41】トレーニング方法の指導，トレーニング方法に関する情報の提供，トレーニング実践の 【中間記録情報】
［審査］
ための施設提供，インターネットを利用したトレーニングに関する指導・情報提供
2006.02.08 願書
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.03.17 手続補正書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.07.11 職権訂正履歴(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)
2006.09.06 意見書
2006.09.06 代理人受任届
2006.09.07 手続補正書
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.29 手続補正書
2006.09.29 出願人名義変更届
2006.09.29 手続補足書
2006.10.31 認定･付加情報
2006.10.31 認定･付加情報
2006.10.31 認定･付加情報
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定

41

【41】ピラテス法に基づいた健康増進のためのトレーニング知識の教授，スポーツ施設又は 【中間記録情報】
［審査］
健康増進のためのトレーニング施設の提供
2006.02.08 願書
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.03.17 手続補正書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.04.19 認定･付加情報
2006.07.11 職権訂正履歴(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)
2006.09.06 意見書
2006.09.06 代理人受任届
2006.09.07 手続補正書
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.29 手続補正書
2006.09.29 出願人名義変更届
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.16 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定

Ｇｅａｒ Ｔｒａｉｎｉｎｇ＼ＧＥＡＲトレー
通常 2006-015147
ニング／＼ギアトレーニング

Ｐｉｌａｔｅｓ Ｃｅｎｔｅｒ＼ピラティスセ
通常 2006-015148
ンター

指定商品・役務

41
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商標

種別 出願番号

区分
41

137

ＺｅｎＹｏｇａ

通常 2006-015285

41

138

139

140

カラオケ文化産業

好循環ものづくり

構造情報センター

通常:
2006-015530
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］
2006.02.22 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.11 意見書
2006.09.12 手続補足書
2006.10.12 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定
2007.02.28 手続補正書
2007.03.01 手続補足書
2008.02.25 登録料納付
［登録］
2008.01.08 登録査定書
2008.02.25 設定納付書
2008.04.08 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.03.28 手続補正指令書(出願)
2006.04.26 手続補正書(方式)
2006.05.30 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.06 拒絶査定

35

【35】経営に関する助言，経営に関する情報の提供，企業の社会的責任に関する助言・情 【中間記録情報】
［審査］
報の提供
2006.02.22 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.21 拒絶査定

36,37,42

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の売買の代理又は媒介，土地の管
理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の売買の代理又は媒介，建物の売買，土地の売買
【37】建設工事，建設工事に関する情報の提供，建築工事に関する助言，電子計算機（中
央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周
辺機器を含む。）の修理又は保守
【42】電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務，コンピューターシステ
ムの設計及び構築，建築物の設計・測量及びデザインの考案

通常:
2006-015583
標準

通常 2006-015686

指定商品・役務
【41】当せん金付証票の発売，ヨガの教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，献体
に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の
供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供
覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，
映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組
の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除
く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の
制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企
画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・
小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・
運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音
響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演
劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸
与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジ
オ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気
テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械
器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナー・フォーラムの企画・運営又は開催，電子出
版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興
行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，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。），通訳，
翻訳
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.07.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,14,16,18,20,21,2 【09】耳栓，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流 【中間記録情報】
機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具， ［審査］
4,25,26,28,41

141

ゲームスチャンネル

通常 2006-015692

44

142

カリスマ

通常 2006-015752

16,41

143

Ｇｏｕｒｍｅｔ

通常 2006-015761

36
144

和風マンション

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
（携帯電話用ストラップ，携帯電話用のスクリーンクリーナー付のストラップ，携帯用コンパ
クトディスクプレーヤー専用の収納及び持運びケース・バッグ，その他の電気通信機械器
具の部品及び附属品を含む。），ダウンロード可能な移動体電話用コンピュータプログラ
ム・待ち受け画像・着信音用音楽・着信音用音声，ダウンロード可能なコンピュータ用プロ
グラム及び同追加データ，コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テー
プ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品
（マウスパッド，キーボードカバー，メモリーカードその他の周辺機器を含む。），レコード（録
音済みコンパクトディスクを含む。），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その他の記憶媒体，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務
用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機の筐体，業務用テレビゲーム機のプログラムを
記憶させた電子回路その他の記憶媒体，業務用ゲーム機のプログラム，業務用テレビ
ゲーム機の部品及び付属品，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム及び
同追加データ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，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，鉄道用信号機，火災報知機，ガス漏れ警報器，
盗難警報器，事故防護用手袋，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，消防艇，消防車，自動車用シガーライター，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，磁心，抵抗線，電極，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・ビデオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な
画像，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，業務用ゲーム機用メダル貸
出機，遊戯用メダル貸出機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨の計数用又
【44】美容，理容，エステティック美容，美容・理容及びエステティック美容に関する情報の
提供，美容・理容及びエステティック美容に関するカウンセリング，あん摩・マッサージ及び
指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，栄養の指導，ダイエットの指導・助言，
ダイエットに関する情報の提供

通常:
2006-015892
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。

【16】雑誌
【41】インターネットによる娯楽情報の提供

2006.02.22 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
2007.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.20 手続補正書
2006.10.20 意見書
2006.11.17 拒絶査定
2007.02.09 手続補足書
2007.03.09 手続補正書
2007.10.11 登録料納付
［登録］
2007.10.09 登録査定書
2007.10.11 設定納付書
2007.11.13 登録証
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介
2006.02.23 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

145

146

147

商標（見本）

商標

純和風マンション

和風スタイルマンション

クチコミランキング

種別 出願番号

区分

149

150

介護整骨院

聞香アドバイザー＼もんこうあ
どばいざー

内容証明メール

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］
2006.02.23 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

35

【35】広告，広告の代理，経営の診断及び指導，企業に関する情報の提供，商品の販売に
関する情報の提供，商品の品質に関する情報の提供，商品の販売に関する事務処理代
行，消費生活に関する情報の提供，試供品の配布，インターネットによる通信販売にかか
る商品の売買契約の媒介及び取次ぎ，ウェブサイト上の広告スペースの貸与，ダイレクト
メールによる広告物の配布，広告用具の貸与，書類の複製，電話・ファクシミリ及びコン
ピュータによる顧客情報の提供，インターネットのホームページを利用した広告，インター
ネットのホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供，電子メールによる広
告，雑誌・新聞による広告の代理，インターネットのホームページによる広告の代理，電子
メールによる広告の代理，販売促進のためのクイズの応募に関する情報の提供，インター
ネットによる通信販売にかかる商品の売買契約の媒介に関する情報の提供，インターネッ
ト上のホームページを利用した口コミ情報の提供，電子メールによる口コミ情報の提供，口
【43】老人介護，身障者介護
【44】整骨，マッサージ，鍼・鍼灸，電気治療，整体，リフレクソロジー

通常:
2006-015893
標準

通常:
2006-015894
標準

通常:
2006-016047
標準

通常 2006-016069

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.02.10 願書
2006.07.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.11 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))
2006.11.17 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.07.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.14 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.11.10 拒絶査定
2007.04.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

41

【41】聞香に関する知識の教授，聞香に関するセミナー・シンポジウム・研修会の手配及び 【中間記録情報】
［審査］
運営，文化又は教育のための展示会の運営
2006.02.09 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
2007.06.21 優先権証明請求書

42

【42】電子内容サービスを利用するための電子メール用コンピュータソフトウエアの電子計 【中間記録情報】
算機プログラムの設計・作成又は保守及び電子計算機用プログラムの提供並びに同プロ ［審査］
2006.02.24 願書
グラムを搭載した電子計算機の貸与
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
2007.02.07 手続補正書(方式)
2007.02.07 手続補足書
2007.02.07 手続補正書
2008.03.03 登録料納付
［登録］
2008.02.29 登録査定書
2008.03.03 設定納付書
2008.03.25 登録証

通常 2006-016100

通常 2006-016237

中間記録

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2006.02.23 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

43,44

148

指定商品・役務

36
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

151

ええじゃないか

通常:
2006-016243
標準
35,39

152

ロールボックス＼チャーター便

通常 2006-016251

35,39

153

ビジネスボックス＼チャーター
便

通常 2006-016252

35,42

154

Ａ－ホスティング

通常:
2006-016323
標準

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

指定商品・役務
【35】広告，広告の代理，インターネットによる広告及び広告の代理，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，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
【35】フランチャイズ事業の運営及び管理，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
【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・請負又は取次ぎ，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，軽車両の貸与，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，荷物の宅配，物品の輸送及び保管，輸送に関
する情報の提供，利用運送，荷捌施設の提供，宅配ボックスの貸与，旅行の予約，旅行の
【35】フランチャイズ事業の運営及び管理，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
【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・請負又は取次ぎ，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，軽車両の貸与，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，荷物の宅配，物品の輸送及び保管，輸送に関
する情報の提供，利用運送，荷捌施設の提供，宅配ボックスの貸与，旅行の予約，旅行の
【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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.22 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 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)
2006.10.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 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)
2006.10.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.02 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

155

156

商標（見本）

商標

冬ぼたん

ＳＹＳＴＥＭ Ｘ

種別 出願番号

区分

ＳＹＳＴＥＭ Ｚ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

09,16,37,42

【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
【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
【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］
2006.02.24 願書
2006.02.28 優先権証明書提出書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 期間延長請求書
2006.10.13 意見書
2006.10.16 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定

通常:
2006-016356
標準

優先:
2006-016431
標準

優先:
2006-016432
標準

09,16,37,42

158

ＳＹＳＴＥＭ Ｉ

優先:
2006-016438
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】植物の供覧

09,16,37,42

157

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.28 優先権証明書提出書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 期間延長請求書
2006.10.13 意見書
2006.10.16 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.28 優先権証明書提出書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.12 期間延長請求書
2006.10.13 意見書
2006.10.16 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定
2007.02.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,37,42

159

ＳＹＳＴＥＭ Ｐ

優先:
2006-016440
標準

43

160

161

162

163

ＱＲカード＼ＱＲｃａｒｄ．ｊｐ

芸能福祉

コーチングアカデミー

未使用中古車

指定商品・役務
【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
【43】動画・ゲーム等携帯コンテンツを提供する二次元バーコードを印刷したカード

通常 2006-016543

【41】映画・演芸・演劇の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演劇の上演， 【中間記録情報】
［審査］
演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作
2006.02.13 願書
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.07.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.14 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)
2006.11.24 拒絶査定

41

【41】生徒等の自発的行動を促して学習目標等を達成できるようにするコミュニケーション
技能の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.02.28 手続補足書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

35

【35】中古車売買契約の仲介，中古車売買契約の代理，中古車売買に関する情報提供，
中古車部品の売買に関する情報の提供，中古車売買に関する広告，中古車の部品の売
買に関する広告，中古車の競売の運営，中古車の輸出入に関する事務の代理又は代行，
インターネットによる中古車競売の運営，インターネットによる中古車売買に関する広告，イ
ンターネットによる中古車の部品の売買に関する広告

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.13 拒絶査定

通常:
2006-016877
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］
2006.02.14 願書
2006.08.11 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))
2006.08.29 再送
2006.11.17 拒絶査定
2006.12.05 再送

41

通常:
2006-016587
標準

通常:
2006-017017
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.28 優先権証明書提出書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 期間延長請求書
2006.10.13 意見書
2006.10.16 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,37

164

165

166

167

ＣＯＬＤ

タイムスタンプメール

43

42

【42】美容，理容

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
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))
2006.11.10 拒絶査定

42

【42】電子メールの時刻証明のための電子計算機プログラムの設計・作成又は保守及び電 【中間記録情報】
［審査］
子計算機用プログラムの提供並びに同プログラムを搭載した電子計算機の貸与
2006.02.28 願書
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.06 拒絶査定
2007.01.22 手続補正書(方式)
2007.01.22 手続補正書
2007.01.22 手続補足書

通常 2006-017100

通常:
2006-017117
標準

通常 2006-017269

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.02.14 願書
2006.07.11 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)
2006.11.10 拒絶査定

ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＨＯＵＳＥ＼ジャ
通常 2006-017094
パニーズ ハウス

スープ＼しゃぶしゃぶ

指定商品・役務
【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，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，ショーウ
インドーの装飾，トレーディングスタンプの発行，経営の診断及び指導，市場調査，商品の
販売に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼構造
物工事，左官工事，大工工事，タイル、れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工事，
塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，屋根
工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工事，
建築設備の運転，エレベーターの修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，火災報
知器の修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，外壁の清掃，し
尿処理槽の清掃，貯蔵槽類の清掃，道路の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，浴
【43】しゃぶしゃぶを主とする飲食物の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

168

スパセラピスト

分割 2006-017420

09,41

169

エステセラピスト

分割 2006-017421

40
170

レーザー魚拓

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（球技用，スキー用含む。），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－Ｒ
ＯＭ，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－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（球技用，スキー用含む。），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－Ｒ
ＯＭ，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－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・
【40】材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 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)
2006.07.03 意見書
2006.07.04 手続補足書
2006.07.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.04 刊行物等提出書
2006.08.31 認定･付加情報
2006.09.05 刊行物等提出による通知書
2006.09.06 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.11.07 拒絶査定

通常:
2006-017582
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］
2006.02.28 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)
2006.07.03 意見書
2006.07.04 手続補足書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 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)
2006.11.17 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36,43

171

シニア安心住宅

通常:
2006-017669
標準

36,43

172

シニア快適住宅

通常:
2006-017670
標準

44
173

溶岩浴

指定商品・役務
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，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，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，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，税務
相談及び税務代理に関する情報の提供，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，クレジットカード利用者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，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，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，税務
相談及び税務代理に関する情報の提供，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，
【44】入浴施設の提供

通常:
2006-017726
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.03.06 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)
2006.11.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.03.06 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)
2006.11.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

174

ＷＥ ＬＯＶＥ 鹿児島！

通常:
2006-017955
標準

35,37

175

家の具

通常 2006-018034

43
176

韓国家庭料理おこげ

通常:
2006-018086
標準
41

177

個人情報保護管理責任者

通常 2006-018100

41
178

個人情報保護管理主任

通常 2006-018101

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物 【中間記録情報】
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，書籍の ［審査］
2006.03.01 願書
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 2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.11.07 拒絶査定
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，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，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，書画
【35】家具またはインテリア商品の販売に関する情報の提供，広告，トレーディングスタンプ 【中間記録情報】
［審査］
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 2006.03.01 願書
2006.04.04 手続補正指令書(出願)
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，
2006.04.28 手続補正書(方式)
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 2006.05.31 認定･付加情報
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 2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
売機の貸与
第4条1項11号)
【37】家具の修理，家具の修理に関する情報の提供，建設工事，建築工事に関する助言， 2006.11.01 拒絶査定
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
【43】飲食物の提供
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.08.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.13 拒絶査定
【41】個人情報保護法に関する知識の教授、個人情報保護法に関する情報の提供、個人 【中間記録情報】
情報保護法に関するセミナーの企画・運営又は開催、個人情報保護に関する書籍・ビデオ ［審査］
2006.02.17 願書
の制作
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

【41】個人情報保護法に関する知識の教授、個人情報保護法に関する情報の提供、個人 【中間記録情報】
情報保護法に関するセミナーの企画・運営又は開催、個人情報保護に関する書籍・ビデオ ［審査］
2006.02.17 願書
の制作
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

179

180

181

182

183

商標（見本）

商標

あんしん保険

あんしん共済

毛髪矯正

髪質矯正

リゾートステイ

種別 出願番号

区分

36

【36】少額短期保険の引受，少額短期保険に係る損害の査定，少額短期保険料率の算出 【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

41,44

【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】
【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 ［審査］
2006.03.02 願書
り
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.06 拒絶査定

41,44

【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】
【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 ［審査］
2006.03.02 願書
り
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.06 拒絶査定

16,35,39,41,43

【16】紙製簡易買物袋，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.03.02 願書
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，電気式鉛筆削り，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器， 2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，紙製のぼ
2006.11.13 拒絶査定
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，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，トレーディングカード，印刷物，書画，写真，写真立て
【35】商品の売買契約の媒介，ネットワークによるアンケート調査，市場調査のアンケートの
実施に関する情報の提供，雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供，販売促進
の為の懸賞・プレゼントの応募に関する情報の提供，販売促進の為の懸賞・プレゼントの
実施に関する情報の提供，通信によるソフトウェアの販売に関する情報の提供，商品見本
市の企画・運営，商品の売上又は売上ランキング情報の提供，広告，トレーディングスタン
プの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，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，海外留学に関する事務の
代理又は代行，文書又は磁気テープのファイリング，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，自動販売機の貸与に関する情報の提供
【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，

通常:
2006-018124
標準

通常 2006-018231

通常 2006-018233

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】少額短期保険の引受，少額短期保険に係る損害の査定，少額短期保険料率の算出 【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
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))
2006.11.24 拒絶査定
2008.01.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-018123
標準

通常:
2006-018415
標準

指定商品・役務

36
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

184

さんしん

通常 2006-018485

36

185

さんしん

通常 2006-018486

09,37

186

Ｋｅｅｐ Ｅｃｏｌｏｇｙ，Ｓａｖｅ Ｅｎｅｒ
通常 2006-018541
ｇｙ

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

指定商品・役務

中間記録

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，税務相談，税務代理，慈善
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，税務相談，税務代理，慈善
【09】ガソリン計量機，その他の測定機械器具，ガソリンステーション用装置，電気通信機
械器具，電子応用機械器具及びその部品，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，
理化学機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブル，
電気ブザー，磁心，抵抗線，電極
【37】管工事，土木一式工事，機械器具設置工事，その他の建設工事，ガソリンステーショ
ン用装置の修理又は保守，建築工事に関する助言，火災報知機の修理又は保守，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，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，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，化学機械器具の修理又は保守，貯蔵槽類の修理
又は保守，貯蔵槽類の清掃

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.11.06 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.11.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.06 手続補正書
2006.11.06 意見書
2006.11.24 拒絶査定
2007.03.05 手続補正書(方式)
2007.03.05 手続補足書
2008.02.07 登録料納付
［登録］
2008.01.04 登録査定書
2008.02.07 設定納付書
2008.03.11 登録証
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,42

187

ソウルアクセス＼Ｓｅｏｕｌ Ａｃｃｅ
通常 2006-018639
ｓｓ

44
188

189

190

191

192

天然温泉むさし野岩盤浴

岩盤浴

シネマ自分史

スントーブ

ＳＯＯＮＴＵＢＵ

通常:
2006-018665
標準

指定商品・役務

44

【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.24 拒絶査定

41

【41】ビデオ，ＣＤ，ＤＶＤ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.08.11 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))
2006.11.24 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.24 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.24 拒絶査定

通常:
2006-018666
標準

通常 2006-018668

通常:
2006-018671
標準

通常:
2006-018672
標準

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

中間記録

【16】印刷物
【中間記録情報】
【35】広告，インターネット上での広告スペースの提供，トレーディングスタンプの発行，経営 ［審査］
の診断及び指導，市場調査，レコード・録音済み磁気テープ・録画済み，磁気テープ又は録 2006.02.17 願書
2006.02.17 早期審査に関する事情説明書
画済みＣＤ－ＲＯＭの販売に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，商品
の売上又は売上ランキング情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業の 2006.03.27 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
あっせん，競売の運営，電子計算機端末による通信を利用した競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，電子計算機端末による通信を利用した通信販売の注文・受付・ 2006.03.28 早期審査に関する報告書
2006.03.31 早期審査選定結果の通知書
発注に関する事務処理代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子
2006.03.31 出願番号特定通知書
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 2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
イター・複写機及びワードプロセッサの貸与，雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の 第4条1項11号)
提供
2006.11.24 拒絶査定
【42】宿泊施設の提供に関する情報の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，
飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供，入浴施設の提供に関する情報の提
供，気象情報の提供，求人情報の提供，ファッション情報の提供，地図情報の提供，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に
関する情報の提供，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするため
には高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する
紹介及び説明，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラム
の設計・作成又は保守に関する情報の提供，著作権の利用に関する契約の代理又は媒
介，雑誌・新聞に掲載された記事に関する情報の提供，電子計算機等を用いて行う情報処
理，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気
ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の貸与，電子計算機端末による通信を用
【44】入浴施設の提供
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定
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No.

193

194

195

196

197

198

商標（見本）

商標

プライベートホスト

異文化コーチング

プチ

早売

ネット割

セブ式ヒロット

種別 出願番号

区分

ｅカルテシステム

41

【41】セミナーの企画・運営又は開催，セミナーの開催に関する情報の提供，技芸・スポー 【中間記録情報】
ツ又は知識の教授並びにこれに関する情報の提供，研究用教材に関する情報の提供，映 ［審査］
2006.03.02 願書
写フィルムの貸与及びこれに関する情報の提供，図書の貸与及びこれに関する情報の提
2006.03.06 認定･付加情報
供，レコード又は録音済み磁気テープ・ＣＤの貸与及びこれに関する情報の提供，録画済
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
み磁気テープ・ＤＶＤ・ＣＤの貸与及びこれに関する情報の提供，経営者・管理者育成に関
項16号)
する資格試験の実施及び資格の認定
2006.11.24 拒絶査定

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］
2006.03.03 願書
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農 2006.03.03 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.11.10 拒絶査定
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

39

【39】車両による輸送，バスの乗車券の発券の取次ぎ，主催旅行の実施，旅行者の案内， 【中間記録情報】
［審査］
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
2006.03.03 願書
2006.03.03 手続補足書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.03 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.02 拒絶査定

39

【39】車両による輸送，バスの乗車券の発券の取次ぎ，主催旅行の実施，旅行者の案内， 【中間記録情報】
［審査］
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
2006.03.03 願書
2006.03.03 手続補足書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.03 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.02 拒絶査定

44

【44】美容，理容，美容・理容に関する情報の提供，足浴のための入浴施設の提供・その他
の入浴施設の提供，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，あん摩・マッサージ及び指圧に関する情報の提供，カイロプラクティック，きゅう，柔道
整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，医療施設の提供，医療
施設に関する情報の提供，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，介護用リフト・歩行器・入浴器・便器・体位変換
器・手すりの貸与，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
【35】電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行，事業の能率化に関する診断・指導及
び助言，コンピュータによるファイルの管理，事業に関する情報の提供，事業の管理に関す
る助言，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，人材募集，ワードプロセッ
サによる文書の作成，広告文の作成，広告物の出版，写真複写機の貸与，事務用機器の
貸与

通常:
2006-018713
標準

通常:
2006-018714
標準

通常:
2006-018734
標準

通常:
2006-018783
標準

通常:
2006-018784
標準

通常 2006-018870

通常:
2006-018922
標準

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

中間記録

【45】異性の客に接触する役務の提供

35
199

指定商品・役務

45
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.07.31 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.20 拒絶査定

【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)
2006.11.13 拒絶査定
2006.11.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

200

201

202

203

204

205

206

商標（見本）

商標

ＩＴサポート

パソコンサポート

種別 出願番号

区分

そうめんまきずし

そうめん寿司

Ｄｅｔｏｘｔｈｅｒａｐｙｑ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 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)
2006.11.17 拒絶査定

37

【37】通信機器・コンピュータ機器の設置工事，電気工事，電気通信工事，通信機器・コン
ピュータ機器の修理又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 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)
2006.11.17 拒絶査定

44

【44】エステティック美容，その他の美容，理容，サウナの提供，その他の入浴施設の提
【中間記録情報】
供，ダイエット及び健康管理に関する情報の提供，あん摩，マッサージ及び指圧，カイロプ ［審査］
2006.03.06 願書
ラクティック，きゅう，柔道整復，はり，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.12 意見書
2006.09.12 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定
2006.12.04 手続補足書

30,43

【30】そうめんのめん，そうめんを使用したすし
【43】そうめんを使用した飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.04.17 刊行物等提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.26 刊行物等提出による通知書
2006.06.08 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

30,43

【30】そうめんのめん，そうめんを使用したすし
【43】そうめんを使用した飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

30,43

【30】そうめんのめん，そうめんを使用したすし
【43】そうめんを使用した飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

44

【44】栄養指導，医療情報の提供，美容，入浴施設の提供

【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+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2006-019241
標準

通常:
2006-019242
標準

通常:
2006-019394
標準

通常:
2006-019395
標準

通常:
2006-019396
標準

通常 2006-019414

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

中間記録

【37】通信機器・コンピュータ機器の設置工事，電気工事，電気通信工事，通信機器・コン
ピュータ機器の修理又は保守

スパ バーデンバーデン＼ＳＰＡ
通常 2006-019294
ＢＡＤＥＮ－ＢＡＤＥＮ

そうめん巻き寿司

指定商品・役務

37
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

207

208

商標（見本）

商標

Ｄｅｔｏｘ Ｂｅａｕｔｙ

アニキャラ

種別 出願番号

区分

伊勢海老ラーメン

【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条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.17 拒絶査定

35

【35】広告，広告に関する情報の提供，商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催，
広告用ビデオの制作，インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供，
トレーディングスタンプの発行，商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若
しくはポイントの発行・管理・清算，芸能プロダクション事業の管理・運営，経営の診断又は
経営に関する助言，市場調査，商品の売上又は売上ランキング情報の提供，その他の商
品の販売に関する情報の提供，インターネットによる商品の売買契約の媒介，商品の購入
契約に関する相談・助言・指導，商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介及びこれらに関する
情報の提供，商品の流通に関する経営の指導・助言及びこれに関する情報の提供，景気
動向の分析，ホテルの事業の管理，事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情
報の提供，その他の企業情報の提供，財務書類の作成，歌手・タレント等芸能人のあっせ
ん及び紹介，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞
の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，一
般事務の代行，経理事務の代行，福利厚生事務の代行，通信販売の注文・受付・発注に
関する事務処理の代行，商品の売買契約に関する事務処理代行，各種データ入力に関す
る事務の代行，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の
操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機
及びワードプロセッサの貸与，タイムレコーダーの貸与，求人情報の提供，コンピュータ
【30】穀物の加工品
【43】飲食店における飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 拒絶査定

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく
は証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッ
サの貸与，求人情報の提供
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの
企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演
芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上
演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映
像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ス
ポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除
く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演
芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，手配，映画機械器具の貸与，映写フィ
ルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は
録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィ
ルムの貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，著作権の利用に関する契約の代理又は媒
介，社会保険に関する手続の代理，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又は
これらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.05.08 認定･付加情報
2006.07.28 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))
2006.11.10 拒絶査定

通常 2006-019415

通常:
2006-019584
標準

通常:
2006-019730
標準

35,41,42,44

210

メディブロ

通常 2006-019756

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】栄養指導，医療情報の提供，美容，入浴施設の提供

30,43
209

指定商品・役務

44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.03.22 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)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

211

212

213

商標（見本）

商標

住宅リフォーム．ｃｏｍ

狭小住宅．ｃｏｍ

プロカード

種別 出願番号

区分

215

216

ＦＬＯＲＡＬ ＣＲＥＡＴＯＲ＼フ
ローラル クリエーター

バリューバンク＼ＶａｌｕｅＢａｎｋ

四分法

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.03.22 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)
2006.11.10 拒絶査定

37

【37】建築工事一式

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.03.22 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)
2006.11.10 拒絶査定

35

【35】トレーディングスタンプ・ポイントカード・クーポン券の発行・管理及び清算又はこれらに
関する情報の提供，トレーディングスタンプ又はポイントカード蓄積式カードの発行事業に
関するシステムの導入及び活性化の指導，インターネットウェブサイトにおける広告用ス
ペースの貸与，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品販売に
関する情報の提供，インターネット及び電子メールを利用した商品の販売に関する情報の
提供，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，広告，経営の
診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業
の管理，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
【41】ガーデニング指導者の資格の検定及び認定，フラワーデザインに関する資格の認定・
資格の検定，フラワーデザインに関する資格認定試験・資格検定試験の実施，プリザーブ
ドフラワーの教授資格付与に関する試験の実施及び資格認定，資格の認定及び資格の付
与，資格検定試験の企画及び実施，資格検定試験及び教育・学習講座に関する情報の提
供，資格取得に関する知識の教授，知識の教授に関する資格認定試験の実施，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］
2006.03.07 願書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

36

【36】電子マネー利用者に代わってする支払い代金の決済，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.07 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)
2006.11.24 拒絶査定

36

【36】有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言，投資一任契約に基づく投資，証券投資
信託受益証券の発行・募集・売出し，信託財産の運用指図，証券投資信託に係る信託財
産の収益分配金・償還金及び解約金の支払い，前払式証票の発行，有価証券の売買・有
価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券
の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引
の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等
先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市
場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は
代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

通常 2006-019816

通常 2006-019817

通常:
2006-019884
標準

通常 2006-019922

通常 2006-019930

通常:
2006-019979
標準

36
217

ジャパニーズマンション

通常:
2006-020076
標準

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

中間記録

【37】建築工事一式

41
214

指定商品・役務

37
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

218

219

220

221

222

223

224

商標（見本）

商標

町屋風マンション

イヌ免疫細胞療法

アドバイスパートナー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2006.03.07 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

44

【44】イヌの治療

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

36

【36】生命保険の引受け，生命保険契約の締結の媒介，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］
2006.03.07 願書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 拒絶査定
2007.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

39

【39】航空機による輸送

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.17 拒絶査定

41

【41】国家資格取得講座における教授，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会参加 【中間記録情報】
者に対して、不安・孤独感を解消し、モチベーションアップを図る為の指導，セミナー・シン ［審査］
2006.02.22 願書
ポジウム・会議・講演会・研修会に関する会員制によるインターネットを利用した情報の提
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
供
条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定

41

【41】国家資格取得講座における教授，管理栄養士国家資格取得者に対しての専門知識 【中間記録情報】
の教授，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会に関する会員制によるインターネッ ［審査］
2006.02.22 願書
トを利用した情報の提供
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

41,43

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画
又は運営，映画の上映・制作又は配給，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，ス
ポーツの興行の企画・運営又は開催，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演
劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映写フィルムの貸
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
【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，

通常:
2006-020077
標準

通常:
2006-020119
標準

通常:
2006-020168
標準

Ａｓｉａ－Ｘ＼ａｎ ａｓｉａｎ ｅｘｐｒｅｓ
通常 2006-020288
ｓ ｎｅｔｗｏｒｋ

メンタルアドバイザー

オプティマルヘルスアドバイ
ザー

いきいき太極拳

通常 2006-020323

通常 2006-020324

通常:
2006-020340
標準

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

中間記録
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.03.15 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)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

225

226

227

商標（見本）

商標

ヘルスコンビニ

ＱＵＩＣＫ ｍｅｅｔｉｎｇ＼クイック
ミーティング

自社ローンネットｃｏｍ

種別 出願番号

区分

229

230

ＭＥＤＩＣＡＬ ＡＤＭＩＮＩＳＴＲＡＴ
ＯＲ

ｅ－引越しネット

いぶりがっこ＼いぶりがっこ本
舗＼秋田いぶりがっこ本舗

38,42

【38】電子計算機端末による通信，その他の電気通信（放送を除く），通信ネットワークへの 【中間記録情報】
接続の提供，コンピュータを利用した映像による通信，通信ネットワークを通じた文字・デー ［審査］
タ・音声・画像及び動画の伝送交換，仕様の異なる通信ネットワーク間の接続の提供
2006.02.21 願書
2006.03.16 認定･付加情報
【42】コンピュータ通信ネットワークを介した電子掲示板・電子会議室・チャットルーム用の
サーバーのエリア貸与，通信ネットワークを介したアプリケーションソフトウェア・プログラム 2006.08.01 職権訂正履歴(職権訂正)
の貸与・運用・管理及び保守の提供，通信ネットワークを介したサーバーの貸与・運用・管 2006.08.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.04 職権訂正通知書(職権訂正)
理及び保守の提供，コンピュータサイトのホスティング（ウェブサイト）
2006.08.11 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))
2006.11.17 拒絶査定

36

【36】自動車・バイクの購入のための資金の貸付け，資金の貸付け，金銭債権の回収代
行，金銭債務の保証，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積
金の受入れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引
受け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の
保護預かり，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しく
は土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，信用状に関する業務，割賦購入の
あっせん，前払式証票の発行，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集
又は売出しの取扱い，中古自動車の評価
【35】医業に関する経営の診断・指導及び情報の提供，医療経営に関するコンサルティング
及びそれに関する情報の提供，医療事務管理者の紹介

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.13 拒絶査定

39

【39】インターネットその他の方法による輸送契約の代理・媒介・取次又はこれに関する情
報提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 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)
2006.11.17 拒絶査定

40

【40】食料品の加工

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 意見書
2006.09.16 上申書
2006.09.19 上申書
2006.10.01 上申書
2006.10.06 上申書
2006.10.19 認定･付加情報
2006.10.19 認定･付加情報
2006.10.25 認定･付加情報
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定

通常:
2006-020362
標準

通常 2006-020374

通常:
2006-020391
標準

通常:
2006-020392
標準

通常:
2006-020843
標準

通常 2006-020894

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】健康診断機器の貸与及び健康診断施設

35
228

指定商品・役務

44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.03.24 手続補正指令書(出願)
2006.03.29 手続補正書(方式)
2006.06.09 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.26 認定･付加情報
2006.06.26 認定･付加情報
2006.08.11 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))
2006.11.17 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

231

232

233

234

商標（見本）

商標

アウターリフォーム

インナーリフォーム

しっかり確保プラン

ケータイナビ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【37】建設工事，建築工事に関する助言

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.03.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.16 認定･付加情報
2006.03.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

37

【37】建設工事，建築工事に関する助言

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.03.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 認定･付加情報
2006.03.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

36

【36】生命保険の引受け，生命保険契約の締結の媒介，個人年金保険の引受け，個人年
金保険の締結の媒介，個人年金保険の情報の提供，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］
2006.03.09 願書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.14 拒絶査定
2007.07.31 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，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 拒絶査定

通常:
2006-020907
標準

通常:
2006-020908
標準

通常:
2006-021210
標準

通常:
2006-021215
標準

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

中間記録

37
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

235

236

237

238

トレーディングボード

ぼっかけオムライス

抹茶フォンデュ

第三者評価委員会

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

43

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.21 拒絶査定

36,41

【36】土壌及び地下水の調査・浄化・対策業務の第三者評価，土壌及び地下水の調査・浄 【中間記録情報】
化・対策技術の第三者評価，土壌及び地下水の汚染状況による土地のランク付け，土壌 ［審査］
2006.02.24 願書
及び地下水の調査・浄化・対策状況及び汚染状況並びに土地のランク付けを含む情報の
提供，建物の耐震構造並びに健康リスクの第三者評価，建物の耐震構造並びに健康リス 2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
クによる建物のランク付け，建物の耐震構造並びに健康リスク並びに建物のランク付けを 条1項11号を除く))
含む建物の情報の提供，土壌及び地下水の汚染状況並びに建物の耐震構造並びに健康 2006.11.17 拒絶査定
リスクによる土地と建物の総合的ランク付け
【41】土壌及び地下水汚染調査・浄化・対策に関するセミナーの企画・運営，土壌及び地下
水汚染調査・浄化・対策業務並びに技術の第三者評価技術に関するセミナーの企画・運
営，建物の耐震構造並びに健康リスクに関するセミナーの企画・運営，建物の耐震構造並

通常:
2006-021273
標準

通常:
2006-021298
標準

通常:
2006-021299
標準

通常:
2006-021386
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】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清
算，クレジットカード発行会社に代わって行うクレジットカード会員募集及び会員管理，前払
式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，ガス料金又は電気料金の支払の
取次ぎ，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，金融に関する情報の提供，有価
証券投資に関する相談，受益証券の発行・募集・売出し，投資顧問契約に基づき顧客のた
めに行う投資，投資顧問契約に基づく投資に関する助言，投資一任契約に基づき顧客の
ために行う投資，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
【43】飲食物の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,43

239

Ｖｉａ Ｈａｗａｉｉ

241

242

子ども安全マップ

ＰＯＰＵＬＡＲＳＯＦＴ

フレーム切手

42

【42】コンピューターソフトウェアの開発に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

36

【36】前払式証票の発行

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.22 拒絶査定

通常:
2006-021498
標準

通常:
2006-021713
標準

通常 2006-021841

通常:
2006-021923
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］
2006.03.10 願書
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.27 拒絶査定

16,41,45
240

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，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
【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
【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】電子出版物の提供
【45】インターネット等による地図情報の提供，その他の地図情報の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.08.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

243

安心・おトク・便利

245

246

247

音声波動鑑定

ｏｋｉｎａｗａ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ

ビューティフルエイジング

適地マップ

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

41

【41】健康法に関する知識の教授，健康法に関する資格の検定及び認定，その他の技芸・ 【中間記録情報】
スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，映画・演芸・演劇・音楽又は教 ［審査］
2006.03.14 願書
育研修のための施設の提供
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

16,45

【16】不動産の経済的価値を表示する地図
【中間記録情報】
【45】不動産の経済的価値を表示する地図情報の提供，インターネット又は移動体電話に ［審査］
よる通信若しくはその他の通信手段を利用した不動産の経済的価値を表示する地図情報 2006.03.14 願書
2006.03.14 認定･付加情報
の提供
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 意見書
2006.09.12 手続補足書
2006.09.13 認定･付加情報
2006.10.12 認定･付加情報
2006.11.27 拒絶査定

通常:
2006-022336
標準

通常:
2006-022337
標準

通常 2006-022368

通常:
2006-022553
標準

通常:
2006-022587
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］
2006.03.01 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

45
244

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，プリペイドカードの発行，コンピュータオンライン又は
インターネットによる金融情報の提供，ＩＣカード方式による電子マネー利用者に代わってす
る支払い代金の清算，インターネットを利用した支払代金の清算，電話・ファクシミリ・イン
ターネットによる取引明細の内容照会，電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替，
電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会，電話・ファクシミリ・インターネット
による預金の残高照会の代行，クレジットカード利用金額に関する情報の提供，クレジット
カード利用者に代わってする支払代金の清算，クレジットカードの信用保証，クレジットカー
ドの発行の取り次ぎ，クレジットカードの利用に関する情報の提供，クレジットカードを利用
した購入商品に関する補償，クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の
保証，クレジットカード会員の契約の代行，クレジットカード会員の募集及び会員の管理，
電話料金・ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有料道路の通行料金の徴収の代行，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
【45】ファッションの提供，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，占い，身の上相談，家事の代行，衣服の貸与，祭壇の貸与，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，装身具の貸与
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.24 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

248

249

250

251

252

253

商標（見本）

商標

適地＼マップ

元気になるごはん

健診マネージャー

ハイブリッド型保証

ハイブリッド保証

ｅ－弁護士ネット

種別 出願番号

区分

30,43

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
2006.03.14 願書
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，持
ち帰り用調理済みの丼物，持ち帰り用調理済みのうどん，持ち帰り用調理済みのカレーラ 2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 意見書
イス，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
2006.11.10 拒絶査定
ザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキン
グパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉 2006.12.20 手続補正書(方式)
類，食用グルテン
2007.10.17 登録料納付
［登録］
【43】飲食物の提供
2007.09.19 登録査定書
2007.10.17 設定納付書
2007.11.13 登録証

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］
2006.03.14 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，健康診断に関する指導・助言，健康診断・健康相談に関する情報の提供， 2006.03.14 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.11.28 拒絶査定
械器具の貸与，芝刈機の貸与

36

【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険の締結の代理，損害保 【中間記録情報】
険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，中古自動車の評価，企業の ［審査］
2006.03.02 願書
信用に関する調査
2006.03.23 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

36

【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険の締結の代理，損害保 【中間記録情報】
険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，中古自動車の評価，企業の ［審査］
2006.03.02 願書
信用に関する調査
2006.03.24 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

35

【35】インターネットその他の通信手段を利用した広告，インターネットその他の通信手段を 【中間記録情報】
利用した弁護士の斡旋及びこれに関する情報の提供，インターネットその他の通信手段を ［審査］
利用した弁護士に関する情報の提供，インターネットその他の通信手段を利用した弁護士 2006.03.02 願書
業務の提供に関する情報の提供，インターネットその他の通信手段を利用した紛争処理に 2006.07.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.04 職権訂正通知書(職権訂正)
関する弁護士費用・処理方針の比較及びこれらに関する情報の提供，インターネットその
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
他の通信手段を利用した弁護士及び事務職員の求人に関する情報の提供
条1項11号を除く))
2006.11.24 拒絶査定

通常 2006-022716

通常:
2006-022848
標準

通常 2006-022906

通常 2006-022907

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

中間記録

【16】不動産の経済的価値を表示する地図
【中間記録情報】
【45】不動産の経済的価値を表示する地図情報の提供，インターネット又は移動体電話に ［審査］
よる通信若しくはその他の通信手段を利用した不動産の経済的価値を表示する地図情報 2006.03.14 願書
2006.03.14 認定･付加情報
の提供
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 意見書
2006.09.12 手続補足書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.10.12 認定･付加情報
2006.11.27 拒絶査定

通常 2006-022588

通常:
2006-022910
標準

指定商品・役務

16,45
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No.

254

255

256

257

258

259

商標（見本）

商標

ビジネス・カウンセリング

食息動想

ヨーガ断食

息食動想

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【44】性格診断、心理検査支援システム及び検査結果に基づいた助言、支援、その他コン
サルティングの提供

35,41

【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 【中間記録情報】
供，ホテルの事業の管理，求人情報の提供
［審査］
2006.03.03 願書
【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
供，図書および記録の供覧，美術品の展示，書籍の製作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ 2006.03.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.24 職権訂正通知書(職権訂正)
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），工業の企画・運営又は開催（映画・
演芸・演劇・音楽の演奏の興行およびスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行 2006.04.28 手続補正指令書(出願)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
に関するものを除く。），運動施設の提供，映画・園芸・演劇・音楽又は教育研修のための
条1項11号を除く))
施設の提供
2006.11.17 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，図書および記録の供覧，美術品の展示，書籍の製作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ ［審査］
2006.03.03 願書
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），工業の企画・運営又は開催（映画・
演芸・演劇・音楽の演奏の興行およびスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行 2006.03.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.24 職権訂正通知書(職権訂正)
に関するものを除く。），運動施設の提供，映画・園芸・演劇・音楽又は教育研修のための
2006.04.28 手続補正指令書(出願)
施設の提供
2006.08.11 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))
2006.11.17 拒絶査定

35,41

【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 【中間記録情報】
供，ホテルの事業の管理，求人情報の提供
［審査］
2006.03.03 願書
【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
供，図書および記録の供覧，美術品の展示，書籍の製作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ 2006.03.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.24 職権訂正通知書(職権訂正)
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），興行の企画・運営又は開催（映画・
演芸・演劇・音楽の演奏の興行およびスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行 2006.04.28 手続補正指令書(出願)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
に関するものを除く。），運動施設の提供，映画・園芸・演劇・音楽又は教育研修のための
条1項11号を除く))
施設の提供
2006.11.17 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］
2006.03.01 願書
地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2006.07.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

36

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金 【中間記録情報】
の貸付け及び手形の割引
［審査］
2006.03.01 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2006-022922
標準

通常:
2006-023460
標準

通常:
2006-023462
標準

通常:
2006-023463
標準

シリーズ＼リメイク住宅

通常 2006-023487

スプリングキャンペーン

通常:
2006-023499
標準

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

中間記録

44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.08.11 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))
2006.11.24 拒絶査定
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商標

種別 出願番号

区分
09,42

260

マイグレーションサービス

通常:
2006-023572
標準

45

261

３Ｄナビ＼スリーディーナビ

通常 2006-023824

41
262

頭蓋骨矯正施術

チャンスメール／ＣＨＡＮＣＥ Ｍ
通常 2006-023932
ＡＩＬ

35
264

速配コンタクトレンズ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.14 手続補正書
2006.11.14 意見書
2006.11.24 拒絶査定
2006.12.19 出願人名義変更届
2006.12.20 手続補足書
2007.01.18 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人変更届
2007.04.27 手続補正書(方式)
2008.05.30 代理人変更届

通常 2006-023931

35

263

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，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用
【45】ファッション情報の提供，新聞及び雑誌記事情報の提供，地理情報の提供，デジタル
化された地図情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性の紹介及びこれに関する
情報の提供，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供及びこれに関する情報の提
供，葬儀の執行及びこれに関する情報の提供，墓地又は納骨堂の提供及びこれに関する
情報の提供，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，個人の信用
に関する調査及びそれらの情報の提供，占い，占い情報の提供，身の上相談，家事の代
行，衣服の貸与，祭壇の貸与，火災報知機の貸与，消火器の貸与，家庭用電熱用品類の
貸与（他の類に属するものを除く。），動力機械器具の貸与，風水力機械器具の貸与，装身
具の貸与，ＧＰＳ通信を利用した迷子・徘徊者・行方不明者その他の人物・盗難物・遺失物
【41】頭蓋骨矯正施術師の養成，頭蓋骨矯正の施術

通常:
2006-023977
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］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.04.07 通知書(その他の通知)(期間無)
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定

【35】広告又はこれに関する情報の提供，インターネットを介して行う販売・営業の促進のた 【中間記録情報】
［審査］
めのポイント・クーポンの発行・清算・管理又はこれらに関する情報の提供，その他の販
売・営業の促進のためのポイント・クーポンの発行・清算・管理又はこれらに関する情報の 2006.03.06 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
提供，トレーディングスタンプの発行・清算・管理又はこれらに関する情報の提供，経営の
診断又は経営に関する助言又はこれらに関する情報の提供，市場調査又はこれに関する 2006.11.10 拒絶査定
情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理又はこれに関する情
報の提供，財務書類の作成又はこれに関する情報の提供，財務書類の監査若しくは証明
に関する情報の提供，職業のあっせん又はこれに関する情報の提供，競売の運営又はこ
れに関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行又はこれらに関する情報の
提供，新聞の予約購読の取次ぎ又はこれに関する情報の提供，速記又はこれに関する情
報の提供，筆耕又はこれに関する情報の提供，書類の複製又はこれに関する情報の提
供，文書又は磁気テープのファイリング又はこれらに関する情報の提供，コンピュータの操
作に関する運用管理又はこれに関する情報の提供，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又はこれらに関する情報の提供，建築物におけ
る来訪者の受付及び案内又はこれらに関する情報の提供，広告用具の貸与又はこれに関
【35】商品の販売に関する情報の提供
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
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No.

265

266

267

268

269

270

商標（見本）

商標

つどいの家

採れたて梅酒

溶岩浴

溶岩盤浴

仙台屋台村

味噌カフェ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，土地の管理
【43】老人の養護

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.27 認定･付加情報
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 代理人受任届
2006.09.19 手続補正書
2006.09.19 意見書
2006.09.19 手続補足書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定

16,33,38

【16】印刷物，書画
【33】日本酒，洋酒，果実酒
【38】放送

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.24 手続補正書
2006.07.21 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.28 認定･付加情報
2006.08.11 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))
2006.11.17 拒絶査定

44

【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.24 拒絶査定

44

【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.03.24 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)
2006.11.24 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.21 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.04.28 手続補正指令書(出願)
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2006-023980
標準

通常 2006-024028

通常:
2006-024183
標準

通常:
2006-024184
標準

通常:
2006-024435
標準

通常:
2006-024494
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

36,43
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

271

272

273

274

275

商標（見本）

商標

海の駅 つぶてヶ浦

まぐろや

超大トロ

ＳＩＤＥＢＡＲ＼サイドバー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール
【44】有料便所の提供

【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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.30 手続補正書
2006.08.30 意見書
2006.11.10 拒絶査定

29,43

【29】食用魚介類（生きているものを除く。）
【43】飲食物の提供

29,43

【29】食用魚介類（生きているものを除く。）
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.17 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

42

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用 【中間記録情報】
［審査］
プログラムの提供
2006.03.22 願書
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定

44

【44】はり，きゅう，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック

通常 2006-024499

通常:
2006-025015
標準

通常:
2006-025016
標準

通常 2006-025191

ワンコイン ハリキュウ クイック
通常 2006-025508
エトセトラ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

32,44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.04.12 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)
2006.11.24 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.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】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
【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
【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
【36】プリペイドカードの発行（第三者発行型前払式証票の発行），電子プリペイドカードの
発行

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.08.18 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))
2006.11.24 拒絶査定

41

【41】経済・経営・人事・労務管理・就職に関する知識の教授，その他の知識の教授，経済・
経営・人事・労務管理・就職に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催，就職・転
職に関する企業説明会の企画・運営又は開催，広告・市場調査に関する講習会の企画・運
営又は開催，その他のセミナー・シンポジウム・講習会の企画・運営又は開催，電子出版
物の提供，図書及び記録の供覧

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

44

【44】美容，あん摩・マッサージ及び指圧

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

41

【41】表彰式の企画・運営又は開催，オンラインによる映像・音楽の提供，演芸・音楽の興 【中間記録情報】
［審査］
行の企画又は運営，セミナーの企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，技芸・ス
2006.03.10 願書
ポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，音楽・映像を記録したＣＤ－ＲＯＭ原盤の制
作，美術品の展示，書籍の制作，放送番組の制作，音楽用スタジオの提供，音楽・演芸会 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
場の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，楽器の貸与
2006.11.17 拒絶査定

35,39,41,43

276

ＦＯＯＤＹ ＴＯＵＲＩＳＭ＼フー
ディツーリズム

通常 2006-025509

36
277

278

279

280

コンテンツキャッシュ

Ｓｔｙｌｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

アルガンローズ

秋葉原映画祭

通常 2006-026029

通常:
2006-026030
標準

通常 2006-026031

通常 2006-026037

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.10 願書
2006.08.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

281

282

283

284

285

286

商標（見本）

商標

秋葉原音楽祭

アキバ音楽祭

パーフェクトヴォイス

患者さんのいたみのわかる実
践的カウンセラー・コーチ

沖縄天ぷら

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【41】表彰式の企画・運営又は開催，オンラインによる映像・音楽の提供，演芸・音楽の興 【中間記録情報】
［審査］
行の企画又は運営，セミナーの企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，技芸・ス
2006.03.10 願書
ポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，音楽・映像を記録したＣＤ－ＲＯＭ原盤の制
作，美術品の展示，書籍の制作，放送番組の制作，音楽用スタジオの提供，音楽・演芸会 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
場の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，楽器の貸与
2006.11.17 拒絶査定

41

【41】表彰式の企画・運営又は開催，オンラインによる映像・音楽の提供，演芸・音楽の興 【中間記録情報】
［審査］
行の企画又は運営，セミナーの企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，技芸・ス
2006.03.10 願書
ポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，音楽・映像を記録したＣＤ－ＲＯＭ原盤の制
作，美術品の展示，書籍の制作，放送番組の制作，音楽用スタジオの提供，音楽・演芸会 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
場の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，楽器の貸与
2006.11.17 拒絶査定

41

【41】発声法における教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 再送
2006.11.17 拒絶査定

44

【44】医業，健康診断，医療情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.03.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.03 認定･付加情報
2006.04.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

29,43

【29】小麦粉、魚介類、野菜類等を材料とした天ぷら
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.05.11 手続補正書(方式)
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 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)
2006.11.17 拒絶査定

41

【41】社員教育，経営者教育，管理者能力開発教育，新入社員・中堅社員自己開発教育， 【中間記録情報】
マーケティング訓練・組織開発技術訓練に関する知識の教授，教育に関する情報の提供， ［審査］
セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営・開催又はこれらに関する情報 2006.03.10 願書
2006.08.09 職権訂正履歴(職権訂正)
の提供，教育用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），企業の後継者教
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
育に関するコンサルティング，社員教育に関するコンサルティング，電子出版物の提供
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

通常 2006-026038

通常 2006-026039

通常 2006-026084

通常:
2006-026597
標準

通常 2006-026612

メンタリングマネジメント＼Ｍｅｎｔ
通常 2006-026634
ｏｒｉｎｇＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

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

中間記録

41
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

287

288

商標（見本）

商標

眼鏡っ子喫茶

Ｊ－Ｍｏｄｅｒｎ

種別 出願番号

区分

ＵＬＴＲＡ ＧＬＡＳＳ ＣＯＡＴＩＮＧ

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，新聞の予約購読の取次ぎ，財務
書類の作成又は監査若しくは証明，職業の斡旋，速記，筆耕，書類の複製，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
ウェブサイトにおけるショッピングモール形式で提供する商品販売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上の広告スペースの貸与，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，求人情報の提供，広告用具の貸与，自動販売機の貸与
【01】自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機などの塗装表面保護用コーティング剤，
ガラスコーティング剤，タイヤ・タイヤホイールのコーティング剤，その他の化学品
【21】自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機などの洗浄用の布，雑巾，はたき，モッ
プ，バケツ，洗車用スポンジ，ワックス掛け用スポンジ，洗車用ブラシ，洗車用手袋，清掃用
具
【37】自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機の洗浄作業の提供，自動車・オートバイ・
鉄道車両の車体のポリマー加工・撥水処理・ワックスがけ等のコーティング処理，船舶の船
体のポリマー加工・撥水処理・ワックスがけ等のコーティング処理，航空機の機体のポリ
マー加工・撥水処理・ワックスがけ等のコーティング処理，自動車・鉄道車両・船舶・航空機
の室内クリーニング，その他の自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機の清掃，自動
車・オートバイ・鉄道車両・船舶の洗浄処理・ワックスがけ・つや出し・コーティング処理・室
内クリーニングその他の自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機の清掃に関する情報
【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
【45】遠隔監視による建物及び施設の警備，その他の建物及び施設の警備

通常 2006-027658

通常:
2006-027696
標準

通常:
2006-027796
標準

36,45
290

291

292

お部屋セルフ見学

§ＦＵＥＬ ＣＥＬＬ＼ＪＡＰＡＮ

ワット・ポー

通常 2006-027855

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.11.17 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.10 手続補正書
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.10 意見書
2006.11.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

09,37

【09】燃料電池，燃料電池設備用コンピュータソフトウェア並びにそれらのスペア部品，燃料 【中間記録情報】
電池設備用コンピュータハードウェア並びにそれらのスペア部品，発電設備用コンピュータ ［審査］
2006.03.29 願書
ソフトウェア並びにそれらのスペア部品，発電設備用コンピュータハードウェア並びにそれ
らのスペア部品
2006.03.30 認定･付加情報
【37】燃料電池の設置工事，燃料電池の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，配
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，燃料電池設備の運転，燃料電池設備の修 第4条1項11号)
2006.11.07 手続補正書
理又は保守，発電設備の運転，発電設備の修理又は保守，燃料電池設備及びそれに付
2006.11.07 認定･付加情報
随する電気設備の設置工事，発電設備及びそれに付随する電気設備の設置工事
2006.11.07 認定･付加情報
2006.11.07 意見書
2006.11.17 拒絶査定

44

【44】タイ古式マッサージ，マッサージに関する指導及び助言

通常 2006-028007

通常 2006-028204

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

中間記録

【43】軽食喫茶・喫茶店・カフェテリア・ファーストフード店及びバー施設における飲食物の提 【中間記録情報】
［審査］
供
2006.03.15 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

01,21,37

289

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.05.15 手続補正書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
70／74

３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

293

294

商標（見本）

商標

講演依頼．ｃｏｍ

足道

種別 出願番号

区分

ＮＡＩＬ２

41,44

【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
【中間記録情報】
［審査］
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
2006.04.03 願書
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・ 2006.04.04 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために 2006.11.28 拒絶査定
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 2008.01.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
は開催，ボクシングの興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，
サッカーの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音
楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを
除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は
開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運
動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提
供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動
用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は
録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィ
ルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸
与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【44】美容，理容，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
【44】爪のカット・甘皮の処理・やすりがけ・マッサージ・パック・ネイルアートを主とする手又 【中間記録情報】
は足の美容，爪のカット・甘皮の処理・やすりがけ・マッサージ・パック・ネイルアートを主と ［審査］
2006.04.04 願書
する手又は足の美容に関する情報の提供
2006.04.05 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 上申書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.10.24 意見書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.11.22 拒絶査定

通常 2006-028212

通常:
2006-029771
標準

通常 2006-030362

43
296

石田屋

【43】宿泊施設の提供，飲食物の提供

通常 2006-030756

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】講演会・セミナーへの講師の紹介，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，コンピュータによる一般事務の
代行，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，電話
による事務連絡の媒介又は取次ぎ，広告用具・ホームページ又はウェブサイト上における
広告スペースの貸与，求人情報の提供

44

295

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.04 意見書
2006.11.13 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定
2007.03.19 手続補正書
2007.11.28 職権訂正履歴(書類修正)
2007.12.07 職権訂正通知書(書類修正)
2007.12.21 登録料納付
［登録］
2007.10.31 登録査定書
2007.12.21 設定納付書
2008.01.15 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.17 手続補正書
2006.10.17 意見書
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

297

298

299

300

商標（見本）

商標

自治会広場

ＴＲＡＶＥＬ ＣＯＮＣＩＥＲＧＥ

種別 出願番号

区分

16,43

【16】文房具類，印刷物
【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

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］
2006.04.12 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2006.04.13 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 意見書
2006.10.20 手続補足書
2006.11.17 認定･付加情報
2006.11.30 拒絶査定

03,10,21,44

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.04.12 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，植物
性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食品香料，薫料，研磨 2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
項16号)
2006.10.27 意見書
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓 2006.11.17 拒絶査定
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【21】口腔用舌苔除去具，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいば
おけ，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラ
シ，家事用手袋，ガラス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。），陶磁製包装
用容器，ガラス製栓，ガラス製ふた，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），
ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り
分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモ
ン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用

通常:
2006-031729
標準

通常:
2006-032288
標準

通常 2006-033137

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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，サーバの貸与，電子計算機の貸
【中間記録情報】
与，アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウェアの提供，電子計算機用プログ ［審査］
2006.04.07 願書
ラムの貸与
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 意見書
2006.10.06 手続補足書
2006.11.06 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定

ＴＯＷＥＲＶＩＥＷ＼タワービュー 通常 2006-033088

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｃａｒｅ＼コ
ミュニケーションケア

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
72／74

３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

301

302

303

商標（見本）

商標

ダイエッティシャン

ザメイドロボット＼Ｔｈｅ Ｍａｉｄ
Ｒｏｂｏｔ

ＮＩＣＥＯＮＥ＼ナイスワン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【41】子どもの生活習慣に関する指導及び知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.04.12 手続補足書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.16 意見書
2006.11.10 拒絶査定
2007.02.16 手続補正書(方式)
2007.02.16 手続補正書
2008.02.04 登録料納付
［登録］
2008.01.26 登録査定書
2008.02.04 設定納付書
2008.02.26 登録証

41,45

【41】書式の制作、映画の上映・制作又は配給、放送番組の制作
【45】家事の代行，施設の警備、身辺の警備

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.15 手続補正書
2006.08.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.17 拒絶査定

09,35,36

【09】耳栓，検卵器，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，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具
及びその部品，磁心，抵抗線，電極，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，眼鏡，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－ＲＯ
Ｍ
【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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.09.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.26 手続補正書
2006.09.26 意見書
2006.11.08 拒絶査定

通常 2006-033209

通常 2006-033457

通常 2006-034292

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

中間記録
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３条拒絶（役務）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,36,37,42

304

不動産を、動かすチカラ。

通常 2006-036033

41

305

相続税理士ネットワーク

通常 2006-038126

30,43

306

下北ラーメン

通常:
2006-038151
標準

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

指定商品・役務
【16】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，紙製タオル，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
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
【35】インターネットウェブサイトを用いた広告，インターネットウェブサイトの広告用スペース
の提供，その他の広告，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商
品販売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，インターネット
ウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買に関する契約の媒介，経営の
診断又は経営に関する助言，市場調査，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，求人情
報の提供，競売の運営，トレーディングスタンプの発行，職業のあっせん，輸出入に関する
事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，電子計算機・タイプ
ライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，筆耕文書又は磁気テープの
ファイリング，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・
複写機及びワードプロセッサの貸与，自動販売機の貸与
【36】金銭債権の取得及び譲渡，クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算，
資金の貸付け，クレジットカードの発行の取次ぎ又は媒介，クレジットカード発行者に代
わってする会員の募集及びその管理，生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結
の代理，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，
手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の貸付け，有価証
券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金
銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，資格試験の実施及び資格の認定，セミナーの企画・
運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，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。），
放送番組における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行
及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），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，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，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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.05.31 手続補正指令書(出願)
2006.06.13 手続補正書(方式)
2006.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 意見書
2006.11.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.06 意見書
2006.11.15 拒絶査定
2006.12.18 手続補足書
2007.01.15 手続補正書
2007.10.18 意見書

【30】具としてチャーシュウ、メンマの他、味付けゆで卵及び刻みねぎを加えた中華そば麺， 【中間記録情報】
具としてチャーシュウ、メンマの他、味付けゆで卵及び刻みねぎを加えた即席中華そば麺 ［審査］
2006.04.25 願書
【43】具としてチャーシュウ、メンマの他、味付けゆで卵及び刻みねぎを供えた中華そば麺
の提供
2006.04.26 認定･付加情報
2006.07.03 刊行物等提出書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.08 刊行物等提出による通知書
2006.08.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 手続補正書
2006.11.01 意見書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,42

307

住まいのコンシェルジュ

通常:
2006-042771
標準

35,42

308

ＡＩＤＥＥＳ

通常:
2006-044089
標準

41

309

ボディーリフォームストレッチ

指定商品・役務

中間記録

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
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】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
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，輸出入に関する事務の代理又は代行，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，求人情報の提供
【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，デザインの考案，ネーミングの考案，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又は研究，機械器具に関する試験又は研
究，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
【41】体操の指導，体操の指導に関する知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.10.17 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))
2006.11.21 手続補正書
2006.11.21 意見書
2006.11.28 拒絶査定

通常:
2006-048823
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］
2006.05.15 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.20 手続補正書
2006.11.20 意見書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.10.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 意見書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.20 拒絶査定

