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今月の３条拒絶査定レポート
※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2003.05.15 願書
2003.06.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2003.06.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2003.07.08 認定･付加情報
2004.06.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2004.06.15 再送
2004.07.14 意見書
2006.12.01 拒絶査定

35

【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2003.05.15 願書
2003.06.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2003.06.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2003.07.07 認定･付加情報
2004.06.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2004.06.15 再送
2004.07.14 意見書
2006.12.01 拒絶査定

35

【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2003.05.15 願書
2003.06.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2003.06.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2003.07.03 認定･付加情報
2004.06.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2004.06.15 再送
2004.07.14 意見書
2006.12.01 拒絶査定

マネジメント バイ オール メン 通常:
2003-044318
バー リーダーシップ
標準

全員リーダー

中間記録

35

通常:
2003-044320
標準

オール メンバー リーダーシッ 通常:
2003-044323
プ マネジメント
標準

09,16,35,36,38,41,4 【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相 【中間記録情報】
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，光学機械 ［審査］
2,43,44,45

4

Ｗｅｂドメインマーケティング

通常 2003-093022

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

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，録音済
みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード，メトロノー
ム，電子計算機用マウスパッド，電子計算機用マウス，コンピュータ用プログラムを記憶さ
せた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，コンピューターネットワークを通じてダ
ウンロードされるコンピュータプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，オゾ
ン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回
路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気テープ，
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，映写フイルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウ
ント，雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報を記録させた磁気ディスク・
光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気テープ，その他の録画済
みビデオディスク及びビデオテープ，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる電
子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登
録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用
又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチカードシ
ステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，計算尺，ウ
エイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，潜水用機
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2003.10.09 願書
2003.12.08 認定･付加情報
2005.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.02.14 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.25 手続補正書
2005.03.25 意見書
2005.05.20 手続補正指令書(中間書類)
2005.06.02 代理人受任届
2005.07.07 認定･付加情報
2005.07.07 認定･付加情報
2005.11.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.08 拒絶査定
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No.

商標（見本）

5

6

商標

形状記憶デジパーマ

ＭａｒｋｅｔＭａｋｅｒ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。）
【44】美容、理容

09,35,36

【09】金融・投資・年金及び保険に関するコンピュータプログラム並びにコンピュータソフト
【中間記録情報】
ウェア，その他のコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア
［審査］
【35】コンピュータによる金融情報の保管・検索
2004.08.18 願書
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金 2005.02.16 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.02.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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， 号)
2005.05.16 期間延長請求書
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 2005.06.14 上申書
2005.08.11 上申書
に関する業務，割賦購入あっせん，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証
券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取 2005.10.06 上申書
引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証 2006.12.14 拒絶査定
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，金融等デリバティブ取引，金融等デリバティブ取引の媒介・
取次ぎ又は代理，株式取引に関する金融サービス，株式の売買取引の委託の媒介・取次
ぎ，株式デリバティブの信用取引に関する金融サービス，差額決済契約（コントラクト・
フォー・ディファレンス）に関する金融サービス，金融に関する情報の提供，金融デリバティ

通常 2004-045377

通常 2004-076181

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

11,44
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【中間記録情報】
［審査］
2004.04.28 願書
2004.06.25 手続補正指令書(出願)
2004.11.26 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))
2004.12.15 手続補正書
2004.12.15 意見書
2004.12.15 代理人受任届
2004.12.21 認定･付加情報
2004.12.21 認定･付加情報
2004.12.21 認定･付加情報
2005.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.02 刊行物等提出書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.04.08 刊行物等提出による通知書
2005.04.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.06.03 協議命令書
2005.06.03 拒絶理由通知書(その他+第8条1項+第4
条1項11号)
2005.07.12 意見書
2005.07.12 認定･付加情報
2005.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.31 くじ実施通知書
2006.09.29 くじ実施結果の調書
2006.12.28 拒絶査定
2007.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.18 刊行物等提出書
2008.01.23 意見書
2008.01.23 手続補足書
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No.

商標（見本）

7

8

9

10

商標

生命保険＼の買取り

ＪＡ ＣＯＡＴＩＮＧ

エクセレント＼ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ

エクセレント＼ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】印刷物
【36】生命保険契約上の権利の譲渡，斡旋

【中間記録情報】
［審査］
2004.08.30 願書
2005.03.11 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.01 手続補正書
2005.04.01 意見書
2005.05.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.05.20 手続補正指令書(中間書類)
2005.05.20 手続補正指令書(中間書類)
2005.05.26 手続補正書(方式)
2005.05.26 手続補正書(方式)
2005.07.07 認定･付加情報
2005.07.07 認定･付加情報
2005.08.12 補正の却下の決定
2005.08.29 手続補正書
2005.10.05 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.12.12 手続補正書
2006.02.24 補正の却下の決定
2006.12.22 拒絶査定

01,05,06,40,42

【01】工業用化学品，科学用化学剤（医療用及び獣医科用のものを除く。），焼戻し剤，はん
だ付け用融剤
【05】動脈の再狭窄又は血管障害の治療及び予防のための薬剤，放出制御ドラッグデリバ
リーフォーミュレーション用薬剤，ポリマーベースのドラッグデリバリーフォーミュレーション
用薬剤
【06】鉄及び鋼（表面がコーティング加工されたものを含む。），非鉄金属及びその合金（表
面がコーティング加工されたものを含む。）
【40】金属の表面へのコーティング加工・処理
【42】表面コーティング技術の分野に関する試験・研究及び開発

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.19 願書
2004.12.24 優先権証明書提出書
2005.02.04 認定･付加情報
2005.10.18 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.01.18 期間延長請求書
2006.02.20 手続補正書
2006.02.20 意見書
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.12 拒絶査定
2007.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

36

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2005.02.07 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2005.07.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.28 拒絶査定
2007.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

37

【37】建設工事，土木工事・建築工事・建設工事の助言，土木設備・建築設備の運転・点
【中間記録情報】
検・整備，土木工事・建築工事・建設工事に関する情報の提供，土木機械器具の修理又は ［審査］
保守，荷役機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，石材加工機械器
2005.02.07 願書
具の修理又は保守，廃棄物破砕装置の修理又は保守，製材用・木工又は合板用の機械
2005.07.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
器具の修理または保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理または保 号)
守，塗装用機械器具の修理又は保守，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）の修 2005.08.10 意見書
理又は保守，コンクリートの補修・補強工事
2005.08.10 手続補足書
2005.08.10 手続補足書
2006.12.28 拒絶査定
2007.03.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2004-083937

優先:
2004-095776
標準

通常 2005-009472

通常 2005-009473

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

16,36
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,35,38,39,41,42,4 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
3,44,45

11

シャベルモバイル

通常:
2005-015421
標準

40,41

12

ストッキング・アート

通常 2005-020048

35

13

アイラブナゴヤ＼Ｉ ＬＯＶＥ ＮＡ
通常 2005-022133
ＧＯＹＡ

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

記録機，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，レコード，その他の録音済み記録媒体，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・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ及
びその他の記録媒体，ダウンロード可能な教育又は学習のために用いる音楽又は音声，
ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽又は音声，ダウンロード可能な演芸又は
演劇を内容とする音楽又は音声，その他のダウンロード可能な音楽又は音声，ダウンロー
ド可能な教育又は学習のために用いる静止画又は動画，ダウンロード可能な演芸又は演
劇を内容とする静止画又は動画，その他のダウンロード可能な静止画又は動画，教育教
材又は学習教材を内容とする電子出版物，演芸又は演劇を内容とする電子出版物，その
【40】招待状・案内状・挨拶状・ポストカード・シール・名刺・身分証明書・会員証の印刷
【41】インターネットを利用した美術品の展示に関する情報の提供，インターネット及び移動
体電話による通信ネットワークによる画像・映画・演劇演芸・美術品・音楽の演奏その他の
娯楽情報に関する情報の提供，インターネット等の通信ネットワークを利用した美術館の展
示に関する情報の提供，ネットワークによる美術品の展示に関する情報の提供，古生物考
古物・化石・美術品・工芸品・骨董品・装飾品の展示，通信回線を利用した美術作品・芸術
作品を内容とする画像の提供，電子計算機端末を利用した通信による美術品の展示に関
する情報の提供，博物館・美術館展示館の展示に関する情報の提供，書籍の制作

2005.02.23 願書
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.02 手続補正書
2005.12.02 意見書
2005.12.05 手続補足書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.11.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.23 願書
2005.07.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.29 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.04 意見書
2005.11.18 手続補正指令書(中間書類)
2005.12.12 手続補正書(方式)
2006.01.25 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

【35】広告，商品展示会及び商品見本市の企画・運営，トレーディングスタンプの発行，経 【中間記録情報】
営の診断及び指導，企業の人事・労務管理及び企業の人事・労務管理に関連する求人活 ［審査］
動に関する助言，新規事業の管理・運営に関する助言，市場調査，新商品の開発・販売計 2005.03.14 願書
2005.10.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結
2005.12.05 意見書
果の整理若しくは分析，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
2005.12.07 手続補足書
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 2006.01.11 認定･付加情報
ター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，事業の管理又は運営に関する一 2006.02.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
般事務の代理又は代行，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 2006.12.19 拒絶査定
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，あ
て名書きおよび書類の封入・封緘・発送の代行，アンケート調査に関する情報の提供
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09,25,28,41

14

タイガーマスク烈伝

通常 2005-024624

44

15

トータルビューティエステ

通常:
2005-030752
標準

36

16

ネット図書館

通常:
2005-034501
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，スライドフィ
ルム，スライドフィルム用マウント
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，
【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，庭園又は花壇の手入
れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関
するものに限る。），あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，
はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動
物の治療，植木の貸与，農業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器
具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 願書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.10.26 手続補正書
2005.10.26 意見書
2006.01.06 物件提出命令書(審査部)
2006.02.14 上申書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.12.22 拒絶査定
2007.03.23 手続補正書

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
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

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.18 願書
2005.11.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.12 意見書
2006.12.19 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.04.07 願書
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.16 意見書
2006.12.15 拒絶査定
2007.01.15 代理人受任届
2007.01.15 手続補足書
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17

18

商標（見本）

商標

１００％

ネットパトロール＼ＮｅｔＰａｔｒｏｌ

種別 出願番号

区分

精神対話学士

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.09 願書
2005.05.10 優先権証明書提出書
2005.06.20 認定･付加情報
2005.06.20 認定･付加情報
2005.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.14 意見書
2005.12.14 認定･付加情報
2005.12.14 手続補足書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.09 意見書
2006.11.09 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定

42

【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
の部品を除く。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，キャラクタデザイン及
びグラフィックアートデザインの考案，その他のデザインの考案，電子計算機のプログラム
の設計・作成又は保守，コンピュータプログラムのインストール，コンピュータソフトウエアの
バージョンアップ，コンピュータプログラムの変換，インターネットにおけるホームページ上
及び電子掲示板上の不正書き込みの監視及び修復，インターネットオークションに出品さ
れる不正商品の監視及び削除，ウェブサイトの作成又は保守，電子計算機・自動車その他
その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要
とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・
検査又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電
気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試
験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理
又は媒介，社会保険に関する手続の代理，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，ウェブサイトのホスティング，理化学機械器具の貸与，製図用具の
【16】新聞，雑誌，定期的に刊行される小冊子
【41】孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・
生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除
く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する知織の教授，孤独感・疎外感・孤立
感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ
等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての
精神的な援助を行う人材の養成，孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂し
さ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科
による治療を要する人を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する講演・研修
会の企画・運営又は開催
【43】老人を含む要介護者の介護に関する相談・調査及び研究
【44】人材派遣による孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気
持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を
要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助，孤独感・疎外感・孤立感・喪失
感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩み
を有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な
援助に関する調査・研究及びコンサルティング

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
2005.06.08 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.13 意見書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

【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，映写フイルムの貸与，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.06 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 意見書
2006.05.09 物件提出書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.12.19 拒絶査定

優先 2005-040085

通常 2005-048533

通常:
2005-049473
標準

41

20

二十四の瞳

通常 2005-050043

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

中間記録

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

16,41,43,44

19

指定商品・役務

41

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.03 願書
2005.11.07 出願人名義変更届
2005.11.07 手続補足書
2006.01.20 通知書(再提出通知)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.25 代理人受任届
2006.06.21 意見書
2006.06.30 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.31 手続補正書
2006.08.17 認定･付加情報
2006.09.29 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
2007.06.18 手続補正書
2008.01.08 登録料納付
［登録］
2007.12.17 登録査定書
2008.01.08 設定納付書
2008.02.05 登録証

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
28,35,41,42

21

立体商標

通常:
2005-050402
立体

35

22

ダブリュー・オー・エム＼ＷＯＭ 通常 2005-051074

16,35,42,43

23

みんなのレシピ

通常:
2005-055443
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

【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンド
ゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用
具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【35】インターネットによる広告及びその他の広告，仮想現実システムを用いた商品の販売
に関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，ホテルの事業の管
理，トレーディングスタンプの発行，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の
代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テー
プのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器
の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写
機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【41】スポーツの興行に関する情報の提供，スポーツの興行の企画・運営又は開催，技芸・
スポーツ又は知識の教授，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手
配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物
の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，
映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，
演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・ス
ポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作におけ
る演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるもの
の操作，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
【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
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に関
する情報の提供，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，
新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，書類の複製，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，その他の広告・事業の管理又は運営及び事務管理

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.06 願書
2005.06.15 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.13 意見書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.14 手続補足書
2006.03.16 上申書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.04.20 認定･付加情報
2006.12.19 拒絶査定
2007.02.19 手続補正書
2007.02.19 手続補正書
2007.05.31 登録料納付
［登録］
2007.05.08 登録査定書
2007.05.31 設定納付書
2007.06.26 登録証

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，ムック，雑誌，その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【35】インターネット等の通信ネットワークによる広告，その他の広告，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，イン
ターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守，その他の電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.20 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 意見書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 拒絶査定
2007.08.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.07 願書
2005.06.08 認定･付加情報
2005.06.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.01 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.02.14 意見書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

24

25

26

27

商標（見本）

商標

スポーツコンシェルジュ

経験値

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.07.07 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.01 手続補正書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.11 補正の却下の決定
2006.12.22 拒絶査定

16,35,41

【16】専門書，雑誌，新聞
【35】教師のあっせん，教育組織・学習塾の設立に関する企画の立案，教育事業の管理
【41】学習支援に関する教材として用いる書籍の企画・制作

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.05 願書
2006.02.15 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))
2006.03.24 手続補正書
2006.12.20 拒絶査定

07,37

【07】金属加工機械器具，金属二次製品製造機械器具，ダイカストマシン，鋳造機，荷役機 【中間記録情報】
械器具
［審査］
【37】金属加工機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，ダイカストマシ 2005.07.06 願書
2005.07.28 認定･付加情報
ンの修理又は保守
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 意見書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

36

【36】農業用機械器具又は土木機械器具の購入資金の貸付け及び手形の割引，その他の
資金の貸付け及び手形の割引，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

通常:
2005-058836
標準

通常:
2005-061428
標準

通常 2005-067288

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】スポーツ又はスポーツ用品の知識の教授

ＨＩＳＨＩＮＵＭＡ＼ＤＩＥ ＣＡＳＴＩＮ
通常 2005-066354
Ｇ ＭＡＣＨＩＮＥ

ＫＵＢＯＴＡ

指定商品・役務

41

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
2006.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.28 意見書
2006.02.28 手続補足書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.09.13 上申書
2006.09.13 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.12.21 拒絶査定
2007.03.26 手続補正書(方式)
2007.03.26 手続補足書
2007.03.26 手続補正書(方式)

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

28

乱歩地獄

通常:
2005-067795
標準

41

29

お墓の展示館

通常:
2005-072964
標準

41,45

30

ピジョンフラワー

通常:
2005-078227
標準

41,45

31

ピジョンセレモニー

通常:
2005-078228
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
【中間記録情報】
［審査］
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
2005.07.22 願書
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の閲覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
2005.07.22 認定･付加情報
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，アニメーショ
2005.12.20 代理人辞任届
ン映画の制作・上映又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番
2005.12.20 認定･付加情報
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
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
等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 項16号)
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 2006.12.01 拒絶査定
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，オンラインによる書籍の制作，映画の制作，ラジオ放送用娯楽番組
の制作・配給，テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給，映画の字幕付け，脚本の作成，
ビデオテープ映画の製作，ビデオテープへの収録，映画フィルムの貸与，アルバム・絵本・
カレンダーの制作の企画，インターネットを利用した映画の上映・制作又は配給に関する情
報の提供，ブロードバンドネットワークによる映像の提供，ブロードバンドネットワークによる
【41】石及びその他の鉱物並びにこれらの加工品の展示，石造建造物の展示，美術品の展 【中間記録情報】
示
［審査］
2005.07.21 願書
2005.08.19 手続補正指令書(出願)
2005.08.23 手続補正書
2005.09.30 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.03.29 手続補正書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.31 意見書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
【41】イベント・パーティー・ショー・競技会・興行や記念日などの際に鳩を放鳩する企画・演
出とその運営・開催，イベント・パーティー・ショー・競技会・興行や記念日などの際に鳩を放
鳩することに関した契約の媒介又は取次ぎと情報の提供（インターネットの利用を含む。）
や写真・ビデオの撮影，放送番組などの制作のために鳩を放鳩する企画・演出・指導・運営
と情報の提供（インターネットの利用を含む。）
【45】結婚式・結婚披露宴・宴会に関する鳩の貸与，結婚式・結婚披露宴・宴会などの際に
鳩を放鳩する企画・演出とその運営・開催，結婚式・結婚披露宴・宴会などの際に鳩を放鳩
することに関した契約の媒介又は取次ぎと情報の提供（インターネットの利用を含む。），葬
儀・法事に関する鳩の貸与，葬儀・法事などの際に鳩を放鳩する企画・演出とその運営・開
催，葬儀・法事などの際に鳩を放鳩することに関した契約の媒介又は取次ぎと情報の提供
【41】イベント・パーティー・ショー・競技会・興行や記念日などの際に鳩を放鳩する企画・演
出とその運営・開催，イベント・パーティー・ショー・競技会・興行や記念日などの際に鳩を放
鳩することに関した契約の媒介又は取次ぎと情報の提供（インターネットの利用を含む。）
や写真・ビデオの撮影，放送番組などの制作のために鳩を放鳩する企画・演出・指導・運営
と情報の提供（インターネットの利用を含む。）
【45】結婚式・結婚披露宴・宴会に関する鳩の貸与，結婚式・結婚披露宴・宴会などの際に
鳩を放鳩する企画・演出とその運営・開催，結婚式・結婚披露宴・宴会などの際に鳩を放鳩
することに関した契約の媒介又は取次ぎと情報の提供（インターネットの利用を含む。），葬
儀・法事に関する鳩の貸与，葬儀・法事などの際に鳩を放鳩する企画・演出とその運営・開
催，葬儀・法事などの際に鳩を放鳩することに関した契約の媒介又は取次ぎと情報の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

32

33

商標（見本）

商標

シネマ信託

自然治癒力の家

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 手続補正書
2006.04.07 手続補足書
2006.04.07 意見書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.12.19 拒絶査定
2007.03.22 手続補正書
2007.03.22 手続補正書
2007.03.23 手続補足書
2007.11.01 登録料納付
［登録］
2007.10.16 登録査定書
2007.11.01 設定納付書
2007.11.20 登録証

36,37,42

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，紙幣・
硬貨計算機の貸与，現金支払機・現金自動預け払い機の貸与
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
【43】豚骨醤油ラーメンを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.26 意見書
2006.12.05 拒絶査定
2007.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-081188
標準

通常:
2005-087457
標準

こだわりのとんこつ醤油ら?めん
通常 2005-093696
＼佐々木家∞謹製

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】映画著作物に係る信託の引受け並びにその信託の引受けに関する情報の提供，映
画著作物に係る信託財産の管理並びに受益証券の発行・募集・販売

43
34

指定商品・役務

36
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.19 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

35

36

37

38

商標（見本）

商標

大阪デンタルクリニック

Ｍｕｌｔｉ―Ｓｃｒｅｅｎ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｒ

アロマヨガ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.02.08 伺い書
2006.02.17 伺い回答書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.08 意見書
2006.05.08 手続補足書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.07.04 上申書
2006.07.05 手続補足書
2006.08.03 認定･付加情報
2006.11.30 伺い書
2006.12.08 伺い回答書
2006.12.19 拒絶査定

09,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.28 拒絶査定

41,44

【41】ヨガに関する施設の提供，ヨガに関する用具の貸与，ヨガの教授に関する情報の提 【中間記録情報】
供，ヨガの興行の企画・運営又は開催，ヨガ道場の提供，ヨガの教授
［審査］
2005.10.24 願書
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
2005.10.31 職権訂正履歴(職権訂正)
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る），あん摩・
2005.10.31 認定･付加情報
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 2005.11.04 職権訂正通知書(職権訂正)
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，医療用Ｘ線装置の貸与，超音波診断装置 2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.12.15 拒絶査定
貸与

39

【39】鉄道による輸送，貨物車による輸送，ケーブルカーによる輸送，モノレールによる輸
送，旅客車による輸送，ロープウェイによる輸送，車両による輸送，貨物自動車による輸
送，軽車両による輸送，タクシーによる輸送，二輪自動車による輸送，ハイヤーによる輸
送，バスによる輸送，船舶による輸送，貨物船による輸送，客船による輸送，タンカーによ
る輸送，フェリーボートによる輸送，航空機による輸送，ターボジェット機による輸送，プロペ
ラ機による輸送，ヘリコプターによる輸送，貨物のこん包，貨物の積卸し，貨物の輸送の媒
介，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，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，係留施設の提供，倉庫の提供，駐車場の提供，飛行場
の提供，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，家
庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，車いすの貸与，航空機の貸与，自転車の
貸与，自動車の貸与，船舶の貸与，荷役機械器具の貸与，包装用機械器具の貸与，冷凍
【39】鉄道による輸送，貨物車による輸送，ケーブルカーによる輸送，モノレールによる輸
送，旅客車による輸送，ロープウェイによる輸送，車両による輸送，貨物自動車による輸
送，軽車両による輸送，タクシーによる輸送，二輪自動車による輸送，ハイヤーによる輸
送，バスによる輸送，船舶による輸送，貨物船による輸送，客船による輸送，タンカーによ
る輸送，フェリーボートによる輸送，航空機による輸送，ターボジェット機による輸送，プロペ
ラ機による輸送，ヘリコプターによる輸送，貨物のこん包，貨物の積卸し，貨物の輸送の媒
介，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，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，係留施設の提供，倉庫の提供，駐車場の提供，飛行場
の提供，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，家
庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，車いすの貸与，航空機の貸与，自転車の
貸与，自動車の貸与，船舶の貸与，荷役機械器具の貸与，包装用機械器具の貸与，冷凍

通常:
2005-096980
標準

通常:
2005-097271
標準

通常:
2005-099275
標準

ＣＯＬＤ ＣＨＡＩＮ ＭＡＮＡＧＥＭ
通常 2005-100111
ＥＮＴ

ＣＯＬＤ ＣＨＡＩＮ ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ 通常 2005-100112

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】歯科医業

39

39

指定商品・役務

44
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定
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No.

40

41

42

43

商標（見本）

商標

足裏健康館

一汁三菜食堂

一汁三菜食堂

Ｄａｔａ Ｃａｒｒｉｅｒ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【44】あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医 【中間記録情報】
療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，美容，理容，美容院用又は理髪 ［審査］
2005.10.26 願書
店用の機械器具の貸与，美容に関する情報の提供，マッサージに関する情報の提供
2005.10.27 認定･付加情報
2006.04.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 意見書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.17 意見書
2006.05.30 出願人名義変更届
2006.05.31 手続補足書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.17 意見書
2006.05.30 出願人名義変更届
2006.05.31 手続補足書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶査定

09,35,42

【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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 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))
2006.12.01 拒絶査定

通常 2005-100192

通常:
2005-100222
標準

通常 2005-100223

通常:
2005-102495
標準

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

中間記録

44
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

44

ムービーカラオケ

46

42

【42】電子計算機を用いて行う情報処理及びこれに関する情報の提供又は助言

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.28 手続補正書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.08.11 補正の却下の決定
2006.10.27 手続補正書
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

09,41,42

【09】電子計算機用プログラム（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを 【中間記録情報】
含む。），コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，電子出版物
［審査］
2005.11.09 願書
【41】電子出版物の企画・編集・制作，電子出版物の提供，セミナーの企画・運営又は開
催，資格検定試験の実施及び資格の認定並びに資格の付与
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
【42】ダウンロード可能な電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及び助言，コン
第4条1項11号)
ピュータプログラムの提供，コンピュータプログラムの貸与，コンピュータデータの回復，コ
2006.12.08 拒絶査定
ンピュータプログラムの複製，コンピュータプログラムの複製に関する情報の提供

通常:
2005-102660
標準

47

レーンライティングシステム＼Ｌ
通常 2005-102669
ａｎｅ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ

情報セキュリティコンサルタント

ＡｎｔｉＶｉｒｕｓ Ｇａｔｅｋｅｅｐｅｒ

通常:
2005-103808
標準

通常:
2005-105204
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 意見書
2006.07.05 手続補足書
2006.08.03 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定
2007.03.26 手続補正書
2007.03.28 手続補足書

09,37

45

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，事故防護用手袋，防
じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロッ
トマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用
浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶さ
せた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム
用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ダウンロード可能な
音楽または音声，ダウンロード可能な画像（動画を含む），ダウンロード可能なカラオケ用
の画像・楽曲・歌詞，ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム，ダウンロード可
能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，携帯電話機により再生されるダウンロード
可能な音楽または音声
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
【09】発光式又は機械式の道路標識
【37】道路標識設置工事及びその他の建設工事，道路標識の修理又は保守，建築工事に
関する助言，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の修理又は保守，土木機械器
具の貸与
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 意見書
2006.12.15 拒絶査定
2007.03.26 手続補正書(方式)
2007.03.27 手続補足書

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

48

49

50

51

商標（見本）

商標

§１０８＼ＳＨＯＰ

除塵防黴施工

図書館士

Ｔｏｄａｙ Ｍａｋｅｓ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【35】事業の管理を含む管理指導及び助言，事業の計画及び開発の企画・運営，事業の経 【中間記録情報】
営のためのプロジェクト及び戦略の助言，事業の危機管理面からの経営の診断・指導，事 ［審査］
2005.11.10 願書
業の経営のためのプロセス管理，金融面に関する経営の指導・助言，情報技術分野にお
ける事業の管理に関する指導及び助言，データ情報構築，商業及び技術のコンピューター 2005.11.11 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
によるファイル管理，コンピューター操作に関する運用管理，情報技術の戦略的計画によ
る事業の管理，事業の管理・経営に関する指導・助言，データ入力，高品質のコンピュー 条1項11号を除く))
ターサーバー及びデータ伝送ネットワークの運用管理（マルチメディアシステム・ビデオテッ 2006.08.03 期間延長請求書
クス・国際電気通信コンピューターネットワーク），企業の求人活動に関する指導・助言，事 2006.08.11 認定･付加情報
業における商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会の企画・運営，コンビニエン 2006.09.06 手続補正書
2006.09.06 意見書
スストアにおける商品の販売管理
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.06 物件提出書
2006.09.06 認定･付加情報
2006.10.06 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
2007.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.04 手続補正書(方式)
2007.04.04 物件提出書
2007.05.10 上申書
2007.05.29 手続補正書(方式)
2008.03.21 登録料納付
［登録］
2008.02.25 登録査定書
2008.03.21 設定納付書
2008.04.15 登録証

37

【37】塵芥の除去による文化財収蔵庫を含む建築物の内外の黴の防止（農業・園芸又は林 【中間記録情報】
［審査］
業に関する物を除く）
2005.11.14 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.28 手続補正書
2006.06.28 意見書
2006.12.26 拒絶査定

41

【41】技芸，スポーツ又は知識の教授

39

【39】船舶による輸送，船舶による貨物の輸送，貨物の積卸し，コンテナの積卸し，貨物の 【中間記録情報】
倉庫における保管，コンテナの保管，船舶の保管，物品の倉庫における保管に関する情報 ［審査］
の提供，船荷の積卸し，一般廃棄物又は産業廃棄物の保管，倉庫の提供に関する情報の 2005.11.15 願書
2006.05.18 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
提供
条1項11号を除く))
2006.08.18 手続補正書
2006.08.18 意見書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.08.28 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

通常 2005-105574

通常:
2005-106766
標準

通常 2005-106898

通常 2005-107028

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 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))
2006.12.01 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

52

聴きうた

通常:
2005-107290
標準

09,44

53

ＧｌａｓｓＣｏｄｅ＼グラスコード

ネット体操

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.01.26 出願人名義変更届
2006.01.26 手続補足書
2006.01.26 手続補足書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.02.22 認定･付加情報
2006.02.23 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.29 手続補正書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.06.29 意見書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.28 拒絶査定

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.03 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.25 手続補正書
2006.06.01 意見書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

通常 2005-107663

41

54

指定商品・役務
【09】業務用テレビゲーム機，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，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，メトロノーム，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ
【41】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，講演会・研修会又はセミナーの企画・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，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音楽・音声・映像・画像の提供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演芸の上演及
びそれに関する情報の提供，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，映画の上
映・制作又は配給，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・
放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等
の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，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，通信回線を利用したゲームの提供，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
【09】眼鏡，眼鏡の部品，コンタクトレンズ，眼鏡・コンタクトレンズの付属品
【44】視力の測定，視力の検査，眼鏡・コンタクトレンズの装用に関する指導，視力に関する
相談・カウンセリング

通常:
2005-108636
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.19 意見書
2006.12.22 拒絶査定
2007.01.24 手続補足書
2007.02.21 手続補正書(方式)
2008.03.24 登録料納付
［登録］
2008.03.10 登録査定書
2008.03.24 設定納付書
2008.04.15 登録証

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,31,32,33,43

55

しゅん いちば＼旬の市場

通常 2005-108641

09,10,42,44

56

ＰＨＹＳＩＣ＼フィジック

通常 2005-115548

04,37

57

よってがっしょ

通常:
2005-117315
標準

42
58

ＳｅｃｕｒｅＭｏｎｉｔｏｒ＼セキュアモ
ニター

通常 2005-118356

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
【29】乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりか
け，なめ物，豆
【30】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，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，即席菓子のもと，酒かす，米，食用粉類
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているえさものに限る。），海藻類，
野菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾
米，もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木もみ，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，
花，牧草，盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限
る。），蚕種，種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【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，西洋料理を主とする飲
食物の提供，アルコール飲料を主とする飲食物の提供，茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又
【09】医療情報及び関連情報を管理・処理するためのアプリケーションプログラムを記録し
た電子記憶媒体，医療用診断、治療、保険点数処理のための電子計算機用プログラムを
記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記憶媒体、その他の電子応用
機械器具及びその部品，医療用画像情報及び医療用画像情報検索用のプログラムを記
憶させたＣＤ－ＲＯＭ・その他の記憶媒体並びに電子応用機械器具及びその部品，医療用
画像を生成、記録又は再生するソフトウェアを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ・その他の記憶媒体
【10】診断用機械器具
【42】電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，
デザインの考案，電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために
は高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹
介及び説明
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろう
そく
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発
電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定
機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印
刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器
製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修
理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保
守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又
は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理
又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械
器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プ
ラスチック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修
理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機
械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の
修理又は保守，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又
【42】洗浄剤・殺菌剤・食品・食品衛生・厨房の作業環境及び環境保全（水質汚濁・大気汚
染・土壌汚染等を含む）・害虫駆除に関する試験・検査又は研究，食品衛生管理・厨房の
作業環境に関するコンサルティング，電子計算機プログラムの設計・作成又は保守，電子
計算機の貸与，電子計算機用プログラムの貸与，コンピュータソフトウエアのバージョン
アップ，業務用食器洗浄機・業務用加熱調理機械器具・浄水装置などの機械装置もしくは
器具の設計
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2006.01.16 手続補正書(方式)
2006.02.14 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.28 意見書
2006.12.26 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定
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No.

59

60

61

商標（見本）

商標

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

35,41

区分

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.15 拒絶査定

16,35,36,37,43,44

【16】文房具類，印刷物
【中間記録情報】
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホ ［審査］
テルの事業の管理，職業のあっせん
2005.12.16 願書
2006.05.29 協議命令書
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，有価証券の売買・有価 2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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 第4条1項11号)
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 2006.07.10 意見書
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 2006.07.10 手続補足書
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 2006.07.10 手続補足書
2006.07.10 手続補足書
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
2006.07.10 出願人名義変更届
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
2006.08.08 認定･付加情報
【37】自動車の修理又は整備，自動車の修理又は整備に関する情報の提供
2006.12.18 拒絶査定
【43】老人の養護，老人の養護に関する情報の提供
2007.02.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【44】医業・医療・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供

36

【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，生命保険及び損害保険
についての相談，保険情報の提供，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含
む。）及び定期積金の受入れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保
証及び手形の引受け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属
その他の物品の保護預かり，両替，金融先物取引の受託，投資信託の引受け，金銭・有
価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信
託の引受け，遺言信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に関する業
務，割賦購入のあっせん，金融情報の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金
の徴収の代行，ガス料金又は電気料金の支払の取次ぎ，クレジットカードの発行の取次
ぎ，クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算，有価証券の売買・有価証券
指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売
買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒
介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物
取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場に
おける有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代
理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式
市況に関する情報の提供，有価証券に係る投資顧問契約に基づき口頭・文章及びその他
の方法により行う助言，商品市場における先物取引の受託，建物の管理，建物の貸借の
代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の
鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の
売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，土地・建物に関する相談，土地の有
効活用に関する企画及び指導，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評価，中古自動車

セキュアトレーニング＼Ｓｅｃｕｒｅ
通常 2005-118357
Ｔｒａｉｎｉｎｇ

インシュアランスプラス＼ｉｎｓｕｒ
通常 2005-118624
ａｎｃｅ＋

インシュアランスダブルプラス＼
通常 2005-118625
ｉｎｓｕｒａｎｃｅ＋＋

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.12.16 願書
2006.05.29 協議命令書
2006.05.29 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
2006.12.18 拒絶査定
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区分
36

62

インシュアランスエクスパンショ
通常 2005-118626
ン＼ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｅｘｐａｎｓｉｏｎ

36

63

宝石買取ドットコム＼ｈｏｕｓｅｋｉ
通常 2005-119166
－ｋａｉｔｏｒｉ．ｃｏｍ

01,05,31,44

64

植物のちからを暮らしのなかに

通常:
2005-121216
標準

41

65

平野式特許事務所開業ゼミ

通常:
2005-122994
標準

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

指定商品・役務
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，生命保険及び損害保険
についての相談，保険情報の提供，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含
む。）及び定期積金の受入れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保
証及び手形の引受け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属
その他の物品の保護預かり，両替，金融先物取引の受託，投資信託の引受け，金銭・有
価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信
託の引受け，遺言信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に関する業
務，割賦購入のあっせん，金融情報の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金
の徴収の代行，ガス料金又は電気料金の支払の取次ぎ，クレジットカードの発行の取次
ぎ，クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算，有価証券の売買・有価証券
指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売
買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒
介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物
取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場に
おける有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代
理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式
市況に関する情報の提供，有価証券に係る投資顧問契約に基づき口頭・文章及びその他
の方法により行う助言，商品市場における先物取引の受託，建物の管理，建物の貸借の
代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の
鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の
売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，土地・建物に関する相談，土地の有
効活用に関する企画及び指導，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評価，中古自動車
【36】宝石の評価，宝石の買取価格の評価，宝石の鑑定又は評価，宝石の買取価格の評
価に関する助言・指導又は情報の提供，宝石の鑑定又は評価に関する助言・指導又は情
報の提供，宝玉の評価，宝玉の買取価格の評価，宝玉の鑑定又は評価，宝玉の買取価格
の評価に関する助言・指導又は情報の提供，宝玉の鑑定又は評価に関する助言・指導又
は情報の提供，骨董品の評価，骨董品の買取価格の評価，骨董品の鑑定又は評価，骨董
品の買取価格の評価に関する助言・指導又は情報の提供，骨董品の鑑定又は評価に関
する助言・指導又は情報の提供，美術品の評価，美術品の買取価格の評価，美術品の鑑
定又は評価，美術品の買取価格の評価に関する助言・指導又は情報の提供，美術品の鑑
定又は評価に関する助言・指導又は情報の提供，宝石・宝玉の保護預かり，骨董品・美術
品の保護預かり，貴金属の評価，貴金属の保護預かり，貴重品の評価，貴重品の保護預
【01】工業用化学品，科学用化学剤（医療用及び獣医科用のものを除く。），その他の化学
品，写真材料，植物成長調整剤類，肥料，植物活性剤，種子保存剤
【05】薬剤，獣医科用剤，食餌療法用の食品調製剤，乳児用食品，有害動物駆除剤，殺菌
剤，除草剤，殺虫剤，農業用種子処置殺虫剤及び殺菌剤，農薬（植物成長調整剤類を除
く。）
【31】生花の花輪，ホップ，野菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，と
うもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，
花，牧草，盆栽，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉，生きている動物，植物，挿し木用
の切り枝，挿し穂用の根・茎・葉
【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
【41】特許事務所開設・特許事務所経営のためのノウハウの教授，技芸・スポーツ又は知
識の教授，特許事務所開設・特許事務所経営のためのセミナーの企画・運営又は開催，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。），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，通
訳，翻訳
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 意見書
2006.12.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 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))
2006.12.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.08.14 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
2006.12.11 拒絶査定
2007.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.26 手続補正書
2006.07.26 意見書
2006.09.01 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

66

67

68

商標（見本）

商標

瀬底

瀬底ビーチ

店舗そのままオークション

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【35】広告
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 意見書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定

35,43

【35】広告
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 意見書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定
2007.02.25 手続補正書
2007.10.01 登録料納付
2007.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.02.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.07 登録査定書
2007.10.01 設定納付書
2007.10.23 登録証

35,36,42

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，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
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受諾，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 意見書
2006.12.22 拒絶査定
2007.01.18 手続補足書
2007.11.06 登録料納付
［登録］
2007.10.29 登録査定書
2007.11.06 設定納付書
2007.12.11 登録証

通常:
2006-002046
標準

通常:
2006-002047
標準

通常:
2006-002995
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
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,36,42

69

事務所そのままオークション

通常:
2006-002996
標準

39,41

70

瀬底ビーチ

通常:
2006-004231
標準

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

指定商品・役務
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受諾，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金
【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，
【39】駐車場の斡旋，駐車場の管理，駐車場の管理及び運営，駐車場の場所及び空き情
報の提供，駐車場の貸与，駐車場の提供
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 意見書
2006.12.22 拒絶査定
2007.01.18 手続補足書
2007.11.06 登録料納付
［登録］
2007.10.29 登録査定書
2007.11.06 設定納付書
2007.12.11 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.09.11 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))
2006.09.25 手続補正書
2006.09.25 意見書
2006.09.26 認定･付加情報
2006.09.26 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19,20,35,45

71

メモリアルトータルサービス

通常:
2006-004695
標準

37

72

多能工＼だからできる＼Ｃｏｓｔ
Ｄｏｗｎ

通常 2006-005869

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【19】建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建 【中間記録情報】
築用ガラス，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，墓石，墓標及び墓碑用銘板（金属製の ［審査］
ものを除く。），石製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫刻
2006.01.24 願書
【20】木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ネームプレート及び標札（金属製のもの 2006.01.24 認定･付加情報
を除く。），旗ざお，うちわ，せんす，愛玩動物用葬祭用具，家具，つい立て，びょうぶ，木製 2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
又はプラスチック製の立て看板，人工池，葬祭用具，額縁，石こう製彫刻，プラスチック製 項16号)
彫刻，木製彫刻，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮，あし，い，おにがや，すげ，す 2006.08.23 意見書
さ，麦わら，わら，きば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞうげ，角，歯，べっこう，骨，さんご
2006.08.23 認定･付加情報
【35】広告，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，葬祭に関 2006.12.19 拒絶査定
する贈答品・記念品の売買契約の媒介，葬祭に関する互助会の事務の管理及び運営，葬 2007.03.19 手続補正書(方式)
祭用具の販売に関する事務の代理又は代行，職業のあっせん，輸出入に関する事務の代 2008.04.09 登録料納付
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，墓地及び墓の販売に関す ［登録］
る事務の代理又は代行，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，求人 2008.03.11 登録査定書
情報の提供，自動販売機の貸与
2008.04.09 設定納付書
【45】ファッション情報の提供，新聞記事情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性 2008.05.13 登録証
の紹介，婚礼（結婚披露宴を含む。）のための施設の提供，葬儀・法要の執行又は企画，
葬儀・法要に関する助言又は情報の提供，墓地又は納骨堂の提供，墓地又は納骨堂に関
する助言又は情報の提供，施設の警備，身辺の警備，個人の身元又は行動に関する調
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶 【中間記録情報】
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道 ［審査］
2006.01.26 願書
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は 2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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 第4条1項11号)
2006.08.07 意見書
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
2006.08.08 職権訂正履歴(職権訂正)
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，電話機械器具
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，電気通信機械器具（電話 2006.08.08 認定･付加情報
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，土木機械器具 2006.08.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.15 上申書
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 2006.11.15 手続補足書
2006.12.14 認定･付加情報
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 2006.12.26 拒絶査定
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，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除
く。）の修理又は保守，栽培機械器具の修理又は保守，収穫機械器具の修理又は保守，植
物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守，飼料圧搾機の修理又は保守，飼料裁断機の
修理又は保守，飼料配合機の修理又は保守，飼料粉砕機の修理又は保守，牛乳ろ過器
の修理又は保守，搾乳機の修理又は保守，育雛器の修理又は保守，ふ卵器の修理又は
保守，蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42

73

ＥＸ四人打ち麻雀

通常:
2006-006181
標準

09,38,41,42

74

ＥＸ四人打ち

通常:
2006-006182
標準

41

75

ジャパンゴルフマネージメント

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
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
【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
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
【41】ゴルフの教授，ゴルフに関するセミナーの企画・運営又は開催，ゴルフの興行の企画・
運営又は開催，ゴルフ場の提供

通常 2006-006531

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 意見書
2006.08.30 手続補足書
2006.09.01 認定･付加情報
2006.09.29 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,11,20,21,26,31,4 【09】電子応用機械器具，電子計算機用プログラム，電子管，半導体素子，電子回路（電子 【中間記録情報】
計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く），耳栓，加工ガラス（建築用のものを除 ［審査］
1,44

76

ＰＬＡＮＴＬＩＧＨＴ

く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登
録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用
又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票
数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステー
ション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズ
ル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜
水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，電気通信機械器具，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及び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
【11】電球類及び照明用器具，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，
蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイ
ラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器
【19】珪藻土を主材とする壁材，珪藻土を主材とする天井材，珪藻土を主材とするタイル，
珪藻土を主材とする建築用又は構築用の専用材料
【21】珪藻土を主材とするコースター，珪藻土を主材とする包装用容器，珪藻土を主材とす
る食器類，珪藻土を主材とする植木鉢，珪藻土を主材とする愛玩動物用食器，珪藻土を主
材とする花瓶及び水盤
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の
修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，建築用の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物
の清掃，床磨き，土木機械器具の貸与，床洗浄機の貸与，モップの貸与

2006.01.27 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.21 手続補正書
2006.08.21 意見書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.08.22 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶査定

24,40

【24】織物
【40】布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），乾燥処理，染色処理，耐火加
工，耐久プレス加工，漂白処理，防縮加工，防水加工，防皺加工，防虫加工

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定
2007.06.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

37

【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の
修理又は保守，土木機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.02.01 手続補足書
2006.03.03 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)
2006.09.26 手続補正書
2006.09.26 意見書
2006.12.08 拒絶査定

29,43

【29】お茶漬けのり，ふりかけ
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.27 上申書
2006.12.08 拒絶査定

通常 2006-006543

19,21,37
77

78

79

80

サメジマ＼あんしん＼けい そう
通常 2006-006678
ど＼珪藻土

サプリ加工

Ｓｕｐｅｒ Ｊｕｎｃｔｉｏｎ

うれしの

通常 2006-006750

通常:
2006-007076
標準

通常:
2006-007396
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 拒絶査定

2008/9/8
25／70

３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

81

ＷＥＢ＼ＭＡＮＡＧＥＲ

通常 2006-007442

09,42

82

ＷＥＢ＼ＭＡＮＡＧＥＲ＼ＰＲＯ

通常 2006-007443

29,35

83

自然から元気

通常:
2006-007721
標準

42

84

ＣＡＤオンデマンド

通常:
2006-007765
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気
ディスク・コンパクトディスク及び磁気テープ，その他の電子応用機械器具及びその部品，
録音済み磁気カード・磁気シート・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディ
スク及び磁気テープ，録画済みビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・
コンパクトディスク及びビデオテープ
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電
子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機
器を含む。）の貸与，電子計算機用プログラムの提供，インターネットサーバのエリアの貸
与，電子計算機端末による通信におけるサーバの貸与，電子計算機・自動車その他その
用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・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
【09】コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気
ディスク・コンパクトディスク及び磁気テープ，その他の電子応用機械器具及びその部品，
録音済み磁気カード・磁気シート・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディ
スク及び磁気テープ，録画済みビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・
コンパクトディスク及びビデオテープ
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電
子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機
器を含む。）の貸与，電子計算機用プログラムの提供，インターネットサーバのエリアの貸
与，電子計算機端末による通信におけるサーバの貸与，電子計算機・自動車その他その
用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・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
【29】食物繊維・ビフィズス菌を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の
加工食品，食物繊維を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食
品，ペプチドを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，アガリ
クス・メシマコブ・乳酸菌を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工
食品，Ｌ－カルニチン・センナ茎末・コエンザイムＱ１０を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤
状・カプセル状・液状の加工食品
【35】インターネットを介しての商品の売買契約の媒介又は取次ぎ，インターネットを介して
の商品の販売に関する情報の提供，広告（インターネットによるものを含む。），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
【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，電子計算機の設計に関する情
報の提供，電子計算機の設計及び設計に関する助言，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，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する
情報の提供，電子計算機を用いて行う情報処理，電子計算機システムに関するコンサル
ティング，電子計算機システムの遠隔監視，電子計算機の環境設定・インストール・機能の
拡張・変更・追加その他の最適化及びそれらに関する情報の提供，電子計算機用プログラ
ムの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・変更・追加・保守その他の最適化及
びそれらに関する情報の提供，通信ネットワークシステムの設計・企画，通信ネットワーク
システムに関するコンサルティング，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関
する助言，電子商取引における利用者の認証，電子計算機用データの暗号化，電子計算
機を用いて行う電子透かしの埋め込み・除去のための電子データの変換処理，電子計算
機用プログラムの故障診断及びウイルス検査，電子計算機・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，電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究，電気通信機械
器具及びその周辺機器に関する試験又は研究，半導体に関する試験又は研究，半導体製
造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理
又は媒介，半導体回路配置利用権の利用に関する契約の代理又は媒介，特許情報の提
供，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機及
び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成，電子計算機用プログラムの変換

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.02.08 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
号)
2006.12.08 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 意見書
2006.12.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,36,40,42

85

ワンメッセージカード

通常:
2006-008328
標準

09,16,35,36,40,42

86

フリーメッセージカード

通常:
2006-008329
標準

12,37

87

リメイク車

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
【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，情報処理及び情報通信ネットワークに関する事業の管理・運営又
はその代行，通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行，商品の販売契約の
締結の媒介，商品の販売促進・役務の提供促進に関する助言及び指導，人材派遣による
事務用機器の操作・電子計算機を用いてのデータ入力・一般会社事務・秘書・経理事務，
人材派遣によるコンピュータハードウェア・ソフトウェア・ネットワーク情報の管理のためのコ
ンピュータへの情報構築，顧客に関する情報の収集・管理・分析，市場分析・マーケティン
グのための市場実態調査・購買者意識調査・購買者行動調査の結果に基づいて行う事業
に関する助言及び指導，コールセンター事業の運営及び事業の管理，情報処理技術者の
あっせん，顧客管理・商品の仕入・配送に関する事務の代行・在庫管理の代行，経済動向
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物，ダウンロード可能な画像・映像・文字・音声・音楽，プリペイドカード発行
機，磁気カードの記録情報の読取り・書き込み装置
【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
【12】二輪自動車並びにその部品及び附属品，自転車並びにその部品及び附属品，陸上
の乗物用の機械要素，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乗物用盗難警報機
【37】二輪自動車の修理又は整備

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 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))
2006.12.12 拒絶査定

通常 2006-008464

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 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))
2006.12.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.02.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.17 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)
2006.12.01 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

88

89

商標（見本）

商標

ナチュラル脚

せん だい なべ＼仙臺鍋

種別 出願番号

区分

29,30,31,43

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2006.02.02 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【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 項16号)
2006.12.26 拒絶査定
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
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
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
盆栽，獣類，魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕
種，種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
【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
【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］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.02.06 願書
2006.03.23 刊行物等提出書
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
2006.04.26 認定･付加情報
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，冷凍ピラフ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
2006.05.19 刊行物等提出による通知書
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
2006.05.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ジュース
項16号)
2006.11.07 意見書
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，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 2006.12.15 拒絶査定
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 2008.07.23 出願人名義変更届
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， 2008.08.05 職権訂正履歴(職権訂正)
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与
【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
【中間記録情報】
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， ［審査］
2006.02.06 願書
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
2006.02.10 優先権証明書提出書
【16】紙類，印刷物，文房具類
2006.03.10 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，電子計算機のプログラムの設計・作 2006.03.10 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.09.05 期間延長請求書
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 2006.10.10 意見書
2006.10.11 手続補足書
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 2006.10.11 認定･付加情報
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 2006.11.09 認定･付加情報
気通信回線を通じた電子計算機プログラムの提供，ウェブサイトの作成又は保守，電子計 2006.12.12 拒絶査定
2007.06.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
算機用プログラムの貸与

通常 2006-008553

通常 2006-008586

アメリカンロール＼ＡＭＥＲＩＣＡ
通常 2006-009255
Ｎ ＲＯＬＬ

09,16,42

91

ＳＹＳＴＥＭ ＳＴＯＲＡＧＥ

優先:
2006-009477
標準

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

中間記録

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
用特殊靴
［審査］
【35】インターネットその他のコンピュータネットワークによる商品の販売に関する情報の提 2006.01.20 願書
2006.02.24 手続補正指令書(出願)
供及びその他の商品の販売に関する情報の提供
2006.03.14 手続補正書
2006.07.03 手続補正書
2006.08.04 通知書(再提出通知)
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

30,32,43

90

指定商品・役務

25,35
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93

94

商標（見本）

商標

テーブル茶道

幼老一体

外からスイッチサービス

種別 出願番号

区分

モバイルミュージックストレージ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.08.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

41

【41】知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

09,38

【09】金銭登録機，作業記録機，写真複写機，タイムスタンプ，タイムレコーダー，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，電動式扉自動開閉装置，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，
録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ドア及び窓用開閉検知器，ドア及
び窓用進入検知器，煙検知器，ルーター，コンセント，通信用コンセント，電力線通信用コ
ンセント，電力線通信用機器，無線電話機，ネットワーク用カメラ，無線中継器，テレビ用ア
ダプタ，テレビ電話装置
【09】携帯電話機その他の通信端末装置による通信を用いて音楽・楽曲及び画像のデータ
をサーバに格納するためのコンピュータプログラム，携帯電話機その他の通信端末装置に
よる通信を用いて音楽・楽曲及び画像のデータを配信するためのコンピュータプログラム，
その他の電子応用機械器具及びその部品
【41】音楽・楽曲及び画像のデータを格納するためのサーバにおけるデータ格納領域の貸
与，携帯電話機その他の通信端末装置による通信を用いた音楽・楽曲及び画像のデータ
の配信，その他の携帯電話機その他の通信端末装置による通信を用いた音楽・楽曲及び
画像のデータの提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.05 拒絶査定
2007.02.20 手続補正書(方式)
2007.02.20 手続補正書

通常 2006-009544

通常:
2006-009548
標準

通常:
2006-010201
標準

通常:
2006-010354
標準

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

09,41
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指定商品・役務

41

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.02.20 代理権変更届
2006.02.20 手続補足書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.05 拒絶査定

06,36,37,39,41,42,4 【06】金属製可搬式仮設建物，金属製建造物組立てセット，鉄及び鋼，非鉄金属及びその 【中間記録情報】
合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製荷役用パレット，荷役用 ［審査］
3

96

スペースサービス＼ＳＰＡＣＥＳ
通常 2006-010680
ＥＲＶＩＣＥ

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

ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹
付け塗装用ブース，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，キー，コッタ，てんてつ
機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のもの
を除く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテ
ナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製の
ネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属
製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用
ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可
搬式家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突
き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【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，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

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

2006.02.09 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.15 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41,42

97

大人の塗り絵＼大人のぬりえ
＼大人のぬり絵＼おとなのぬり 通常 2006-010953
絵＼おとなのぬりえ

09,42

98

ＰＣ検疫ソリューション

通常:
2006-011128
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】業務用テレビゲーム機用ゲームプログラ厶を記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭ
カートリッジその他の記憶媒体，携帯電話用ストラップ，電気通信機械器具及びその部品，
パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカー
トリッジその他の記憶媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲー
ムおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光
ディスク・ＲＯＭカートリッジその他の記憶媒体，携帯家庭用液晶画面ゲーム用ゲームプロ
グラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカートリッジその他の記憶媒体，携帯電話
機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカートリッジその他の記憶
媒体，コンピュータネットワークを通じてダウンロードもしくはインストールされる家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，コンピュータネットワークを通じてダウンロードもしく
はインストールされる業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，コンピュータネットワーク
を通じてダウンロードもしくはインストールされるパーソナルコンピュータ用ゲームプログラ
ム，コンピュータネットワークを通じてダウンロードもしくはインストールされる携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム，コンピュータネットワークを通じてダウンロードもしく
はインストールされる携帯電話機用ゲームプログラム，写真機械器具，映写フィルム，レ
コード，メトロノーム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電池，眼鏡，スロットマシ
ン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター
【41】パーソナルコンピュータによる通信を用いて行うゲームの提供及びそれらの情報の提
供，家庭用テレビゲームおもちゃ又は業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行うゲー
ムの提供及びそれらの情報の提供，携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用
いて行うゲームの提供及びそれらの情報の提供，インターネット又はコンピュータネット
ワークを通じて行うゲームの提供及びそれらの情報の提供，通信回線を利用したパーソナ
ルコンピュータ又は家庭用テレビゲームおもちゃもしくは業務用ビデオゲーム機用又は携
帯電話用などのゲームソフトウェアの解説又は攻略方法に関する情報の提供，電子出版
【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］
2006.01.27 願書
2006.06.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
2006.09.22 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.22 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.05 手続補正書(方式)
2006.10.05 手続補正書(方式)
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

99

拠点間ＶＰＮソリューション

101

102

§ＮＡＧＡＹＡ

09,42

【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気磁気測定器，
電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【42】機械器具に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，電子計算機のプログ
ラムの設計、作成又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.08 意見書
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

41

【41】食生活に関する知識の教授，その他の食に関する知識の教授，食に関する資格試験 【中間記録情報】
の実施及び認定，食に関するセミナー・研究会・講演会の企画・運営又は開催，食に関す ［審査］
る電子出版物の提供，食に関する図書及び記録の供覧，食に関する書籍の制作，食に関 2006.02.14 願書
2006.02.14 認定･付加情報
する映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，食に関する映画の上映・
制作又は配給，食に関する演芸の上演，食に関する演劇の演出又は上演，食に関する音 2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
楽の演奏，食に関する放送番組の制作，食に関する教育・文化・娯楽用ビデオの制作（映 条1項11号を除く))
画・放送番組・広告用のものを除く。），食に関する放送番組の制作における演出，食に関 2006.09.10 手続補正書
2006.09.10 意見書
する興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行に関するものを除
2006.09.11 認定･付加情報
く。），食に関する映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，食に関する
映写フィルムの貸与，食に関する図書の貸与，食に関するレコード又は録音済み磁気テー 2006.09.11 認定･付加情報
プの貸与，食に関する録画済み磁気テープの貸与，食に関するネガフィルムの貸与，食に 2006.12.08 拒絶査定
関するポジフィルムの貸与，食に関するおもちゃの貸与，食に関する書画の貸与，食に関

通常:
2006-011129
標準

通常 2006-011199

トータル エレクトロニクス エン 通常:
2006-011981
ジニアリング
標準

食育プランナー

通常 2006-012145

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

36
100

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
【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，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，派遣による建物の管理，社員寮又は学生寮に用いられる建物
の管理の代行，社員寮又は学生寮に用いられる建物の管理に関する相談，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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.19 拒絶査定

2008/9/8
31／70

３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

103

ＰＩＬＡＴＥＳ ＢＯＤＹ＼ピラティス
通常 2006-012963
ボディ

09,35
104

105

106

フリーオーダー

通常:
2006-012972
標準

ダイナミックデザイン

36

【36】有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及
び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売
買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又
は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の
委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集
又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供
【42】建築物の設計

通常:
2006-013242
標準

通常:
2006-013367
標準
39

108

Ｓ－ＬＩＯＮＳ

通常 2006-013420

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物の梱
【中間記録情報】
包，貨物輸送の媒介，荷物の宅配，食品の宅配，栄養士による食品の宅配
［審査］
2006.02.16 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，食事の献立に関す
るコンサルティング，栄養に関するコンサルティング，栄養士による食事の献立に関するコ 2006.03.31 手続補正指令書(出願)
2006.04.27 手続補正書(方式)
ンサルティング，栄養士による栄養に関するコンサルティング，食事の献立に関するセミ
2006.05.29 認定･付加情報
ナーの開催，栄養に関するセミナーの開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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
条1項11号を除く))
組・広告用のものを除く。）
2006.12.15 拒絶査定

42
107

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.12 拒絶査定

39,41

ニュートリションサポーター＼Ｎ
通常 2006-013231
ｕｔｒｉｔｉｏｎ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｒ

トリプルチャンス

指定商品・役務
【09】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】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），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。），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，運動用具の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録
画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，遊園地用機械器具
の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与
【09】眼鏡，雑誌の内容を記憶させた記録媒体，測定機械器具，電気磁気測定器，電線及
びケーブル，写真機械器具，光学機械器具，加工ガラス（建築用のものを除く。），電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶に 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.02.16 願書
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 2006.04.14 手続補正指令書(出願)
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， 2006.04.28 手続補正書(方式)
2006.05.30 認定･付加情報
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 2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
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 号)
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， 2006.12.08 拒絶査定
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
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

109

110

商標（見本）

商標

ポジャンマチャ

お手軽Ｇ／Ａ

種別 出願番号

区分

ＧＯＬＦ ＢＡＲ

09,42

【09】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，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】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用
プログラムの提供，気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しく
は器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザイ
ンの考案，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度
【41】運動施設の提供，娯楽施設の提供
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.15 拒絶査定
2006.12.22 出願取下書

【43】牛焼肉料理を主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
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)
2006.09.05 意見書
2006.09.05 手続補足書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.12.13 伺い書
2006.12.15 拒絶査定
2006.12.22 伺い回答書

通常:
2006-015295
標準

通常 2006-015392

通常 2006-015633

43

112

つるぎゅう＼蔓牛

通常 2006-015808

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

中間記録

【30】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］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.02.22 願書
2006.02.22 認定･付加情報
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
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
用グルテン
2006.09.20 上申書
2006.09.21 認定･付加情報
【43】飲食物の提供
2006.09.28 意見書
2006.09.28 認定･付加情報
2006.12.13 拒絶査定

41,43
111
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
33／70

３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

113

114

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.04.21 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)
2006.09.13 意見書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

39,41

【39】自動車・二輪自動車の貸与，自動車二輪自動車の貸与に関する情報の提供または
助言，車両による自動車の搬送，自動車の回送，自動車の運転の代行，寄託を受けた自
動車の倉庫における保管，歴史的価値を有する自動車・二輪自動車の貸与
【41】自動車に関する電子出版物の提供，自動車に関する図書及び記録の供覧，自動車
に関する書籍の制作，自動車に関する資料の展示，自動車の展示，自動車に関する放送
番組の制作，自動車に関する放送番組の制作における演出，自動車に関する教育・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。），自動車に関する
映画の興行の企画又は運営，自動車に関する映画の上映・制作又は配給，演劇の演出又
は上演，音楽の演奏，自動車に関する知識の教授，自動車の運転・修理・整備・保守に関
する知識及び技術の教授，自動車に関するセミナーの企画・運営又は開催，興行の企画・
運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型
自動車競走の興行に関するものを除く。），自動車競技会の企画・運営又は開催及びこれ
らに関する情報の提供，小型自動車競走の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報
の提供，運動施設の提供，自動車に関する映写フィルムの貸与，自動車に関する録音済
み磁気テープの貸与，自動車に関する録画済み磁気テープの貸与，自動車に関するネガ
フィルムの貸与，自動車に関するポジフィルムの貸与，美術品としての自動車・二輪自動車
【44】美容，理容

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.27 認定･付加情報
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))
2006.12.01 拒絶査定

02,37,40

【02】塗料
【37】水質汚濁防止装置の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守
【40】浄水処理

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.04.11 手続補正書
2006.04.11 手続補足書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.07.04 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

09,42

【09】地震警報装置，遠隔監視システム用電気通信機械器具，その他の電気通信機械器 【中間記録情報】
［審査］
具，遠隔監視システム用コンピュータプログラム，遠隔監視システム用電子応用機械器
具，その他の電子応用機械器具及びその部品
2006.02.28 願書
2006.02.28 認定･付加情報
【42】地震情報の提供，遠隔監視システム用コンピュータプログラムの提供，その他のコン
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ピュータプログラムの提供，電子計算機の貸与
号)
2006.12.22 拒絶査定

介護予防太極拳＼Ｓｅａｔｉｎｇ Ｔ
通常 2006-016057
ａｉｃｈｉ

劇用車

116

117

ＧＬＡＭＯＲＯＵＳ

オセンガード

通常:
2006-016367
標準

通常 2006-016422

通常:
2006-017163
標準

ネットピーウェーブ＼Ｎｅｔ－Ｐｗ
通常 2006-017306
ａｖｅ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】老人の養護，高齢者を含む要介護者の介護

44

115

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.19 意見書
2006.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.12.21 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

118

119

商標（見本）

商標

育児アドバイザー

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

36,43

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，紙幣・
硬貨計算機の貸与，現金支払機・現金自動預け払い機の貸与
【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，
【41】資格取得に関する知識の教授，民間資格取得講座，公的資格取得講座，資格の認
定及び資格の付与，資格検定試験の企画・運営又は実施，講演会・研修会又はセミナー
の企画・運営又は開催における知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.14 手続補正書
2006.09.14 手続補足書
2006.09.14 意見書
2006.10.13 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶査定

41

【41】資格取得に関する知識の教授，民間資格取得講座，公的資格取得講座，資格の認
定及び資格の付与，資格検定試験の企画・運営又は実施，講演会・研修会又はセミナー
の企画・運営又は開催における知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.05 拒絶査定

09,42

【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，タイムレコーダー，ビリ 【中間記録情報】
ングマシン，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，業務用テレビゲーム機，電気通信 ［審査］
機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.03.02 願書
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
2006.03.28 手続補正指令書(出願)
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
2006.03.30 上申書
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算機用プロ 2006.04.07 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
グラムの提供
項16号)
2006.12.26 拒絶査定

通常 2006-017589

高齢者生き活きグループリビン 通常:
2006-017987
グ
標準

121

122

ＣＡＤ２級建築設計師

ＣＡＤ１級建築設計師

ＴｈｉｎＣｌｉｅｎｔＰＯＳ

通常:
2006-018396
標準

通常:
2006-018397
標準

通常:
2006-018433
標準

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

中間記録

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

41
120

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.05 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

123

124

125

126

127

128

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

あたらしい道を、あなたと

ＵＮＩＯＮ ＳＱＵＡＲＥ

美容室 の お仕事！

§アニキャラ

41

【41】教育

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 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))
2006.12.15 拒絶査定

12,37

【12】自動車並びにその部品及び附属品
【37】自動車の修理又は整備

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.03.31 手続補正指令書(出願)
2006.04.04 上申書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 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
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.19 拒絶査定

35

【35】求人情報の提供，インターネットによる求人情報の提供，雑誌による広告の代理，新 【中間記録情報】
聞による広告の代理，テレビジョンによる広告の代理，ラジオによる広告の代理，インター ［審査］
ネットによる広告の代理，車両の内外における広告の代理，屋外広告物による広告，看板 2006.02.21 願書
による広告，はり紙による広告，広告文の作成，街頭及び店頭における広告物の配布，経 2006.03.24 手続補正指令書(出願)
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 2006.04.19 手続補正書(方式)
2006.06.06 認定･付加情報
事業の管理，新聞の予約購読の取次ぎ，美容師のあっせん，理容師のあっせん，モデル
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
のあっせん
項16号)
2006.09.19 再送
2006.12.08 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

通常 2006-018667

通常:
2006-019180
標準

通常:
2006-019332
標準

通常 2006-019765

通常 2006-020115

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】録音済みコンパクトディスク，録画済みＤＶＤ，録画済みビデオテープ
【中間記録情報】
【41】セミナー、イベント企画、運営又は開催，，映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行、 ［審査］
2006.02.20 願書
企画又は運営，，ラジオ、テレビの放送番組の企画又は制作
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.08 拒絶査定

１００％ＳＡＬＳＡ＼１００％サル
通常 2006-018603
サ

学童塾

指定商品・役務

09,41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.12 拒絶査定

2008/9/8
36／70

３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.
129

130

131

132

商標（見本）

商標
空気サラサラ

Ｑ１

Ｄｅｔｏｘ Ｓｔｕｄｉｏ

ＳｍａｒｔＢｌｏｃｋ

種別 出願番号

区分

ｅ－内容証明

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

37,42

【37】建設工事
【42】建築物の設計

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.08 拒絶査定

41,44

【41】ヨガの教授，ヨガの教授に関する情報の提供，ヨガに関する興行の企画・運営又は開 【中間記録情報】
催，ヨガに関する施設の提供，ヨガに関する写真の撮影，ヨガに関する放送番組の制作，ヨ ［審査］
ガに関する用具の貸与
2006.03.09 願書
【44】岩盤浴施設の提供，その他の入浴施設の提供，美容，理容
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.20 拒絶査定

19,20,37

【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ア
スファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築
用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は
構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），
セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，建具（金属製のものを除く。）
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，ネームプレート及び標札（金属製のものを除
く。），旗ざお，うちわ，せんす，ハンガーボード，家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用
ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ
【37】建設工事，建築工事に関する助言，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，家具
の修理，錠前の取付け又は修理
【09】写真複写機，郵便切手のはり付けチェック装置，電子楽器用自動演奏プログラムを記
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物
【14】身飾品
【16】あて名印刷機，事務用封かん機，消印機，郵便料金計器，印刷したくじ（おもちゃを除
く。），紙類，文房具類，印刷物
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服
【26】衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服
用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕
章
【35】トレーディングスタンプの発行，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，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
【38】電気通信（放送を除く。）
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん
包，貨物の輸送の媒介，寄託を受けた物品の倉庫における保管，郵便
【40】製本，印刷，印刷用機械器具の貸与
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の製作
【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
【42】コンピュータソフトウェアの開発

通常:
2006-020352
標準

通常:
2006-020353
標準

通常:
2006-021138
標準

通常:
2006-021513
標準

通常:
2006-021933
標準

42
134

ＥＭＳ発送サポートシステム

通常:
2006-021941
標準

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

中間記録

【37】建設工事
【42】建築物の設計

09,14,16,25,26,35,3
8,39,40,41,42

133

指定商品・役務

37,42
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.09.13 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))
2006.12.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.06 拒絶査定

2008/9/8
37／70

３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

135

136

商標（見本）

商標

ＥＭＳ配達予定日検索システム

専門ナビ

種別 出願番号

区分

くちこみグルメ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.06 拒絶査定

35,41

【35】インターネットを介して行なう求人情報の提供，その他の求人情報の提供，求人情報
の提供の代行・媒介又は取次ぎ，求人情報の提供に関する助言，就職・転職の相談，職業
のあっせん，職業のあっせんの媒介又は取次ぎ，職業のあっせんに関する情報の提供，
人材の募集，インターネットおよび電子メールを利用した広告の代理，その他の広告，イン
ターネットにおける広告用スペースの提供，広告の制作，広告に関する指導又は助言，見
本市の企画・運営及び開催，トレーディングスタンプの発行，企業に対する人材採用に関
する指導及び助言，企業における人事及び人材募集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，商品の販売に関する情報の提供，財務書類の作成，財
務書類の監査又は証明に関する情報の提供，競売の運営，輸出入に関する事務の代理
又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープの
ファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操
作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及
びワードプロセッサの貸与，自動販売機の貸与
【41】就職説明会の企画・運営又は開催，就職説明会の企画・運営又は開催に関する情報
の提供，求人・就職に関する講習会の企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運
営又は開催，企業の人材育成の教育に関するコンサルティング，企業の人材育成の教育
に関する情報の提供，人材育成のための教育及び訓練，人材育成のための知識の教授，
その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美
術品の展示，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映
画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の
制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除
く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の
制作のために使用されるものの操作，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除
く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演
【43】飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供，インターネット・携帯電話を利用
した飲食物の提供に関する情報の提供，飲食物の提供に関する指導及び助言，飲食店の
予約の取り次ぎ，飲食店の予約の取り次ぎに関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，書籍の制作，映画・演芸・演劇・舞踊又は音楽の演奏の興行の企画又は運営又はこれ
らに関するコンテスト又はオーディションの企画・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，モバイル及びインターネッ
トメディアのための番組の制作，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・舞踊・音楽の演奏の興行及びス
ポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），音響用又は映像
用のスタジオの提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・舞踊・音楽又は教育研修のため
の施設の提供，映画・演芸・演劇・舞踊又は演奏の興行の企画又は運営に関する情報の
提供（有線及び無線の通信のネットワークを利用して行う情報の提供を含む。），興行場の
座席の手配，映写フィルムの貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁
気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カ
【36】建物に関する損害保険契約の締結の代理，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒
介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，
土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理
又は媒介，建物又は土地の情報の提供，建物における中古物件の買い取り価格の評価

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.08.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.04 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))
2006.12.04 拒絶査定

通常:
2006-021942
標準

通常:
2006-022250
標準

通常:
2006-022431
標準
41

138

ＹＯＳＡＫＯＩ ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ

通常 2006-022434

36
139

元氣がでる住い

通常:
2006-023080
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】コンピュータソフトウェアの開発

43
137

指定商品・役務

42
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
38／70

３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

140

141

商標（見本）

商標

健康住い

ｗｅｂラジ＼ウェブラジ

種別 出願番号

区分

六爻占術

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

41

【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
【39】海外における占いのための海外旅行の企画又は実施，海外における占いのための
海外旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する相談，旅行情報の提供，旅行に関する契約（宿泊に関
するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，他人の携帯品の一時預かり，車両による輸
送，道路情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み
磁気テープの貸与，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.08.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

通常:
2006-023081
標準

通常 2006-023164

通常:
2006-023285
標準

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

中間記録

【36】建物に関する損害保険契約の締結の代理，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒
介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，
土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理
又は媒介，建物又は土地の情報の提供，建物における中古物件の買い取り価格の評価

39,41,45

142

指定商品・役務

36
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.08.28 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
2006.09.19 手続補正書
2006.09.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.20 認定･付加情報
2006.09.20 認定･付加情報
2006.09.25 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.18 意見書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定
2007.01.19 手続補足書
2007.10.23 登録料納付
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.10.23 設定納付書
2007.11.20 登録証

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,39,41,45

143

六壬

通常:
2006-023287
標準

09,16,39,41,45

144

六壬神課金口訣

通常:
2006-023288
標準

44

145

スーパーストーン・スパ

指定商品・役務
【09】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な電子計算機用プログラム，ダウンロード可能な電子出版物，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【39】海外における占いのための海外旅行の企画又は実施，海外における占いのための
海外旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する相談，旅行情報の提供，旅行に関する契約（宿泊に関
するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，他人の携帯品の一時預かり，車両による輸
送，道路情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み
磁気テープの貸与，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
【09】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な電子計算機用プログラム，ダウンロード可能な電子出版物，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【39】海外における占いのための海外旅行の企画又は実施，海外における占いのための
海外旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する相談，旅行情報の提供，旅行に関する契約（宿泊に関
するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，他人の携帯品の一時預かり，車両による輸
送，道路情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み
磁気テープの貸与，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
【44】岩盤浴施設の提供，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，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与

通常:
2006-023296
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］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.28 手続補正書
2006.09.28 意見書
2006.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.05 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

146

147

商標（見本）

商標

ラーニングブログ＼Ｌｅａｒｎｉｎｇ
ｂｌｏｇ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.05 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，コミュニケーションに関する技芸・知識の教授，ビジ
ネストレーニングにおける技芸・知識の教授，人材の能力開発に関する技芸・知識の教
授，人材育成のための知識の教授，自己啓発に関する技芸・知識の教授，業務遂行に必
要な技芸・知識の教授，経営戦略に関する知識の教授，資格取得に関する知識の教授，
資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与，セミナー・研究集会・研
修会・講演会・会議・シンポジウムの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び
記録の供覧，セミナー・教育研修・講座・人材開発のテキストの制作，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。），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，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，映写フィルム
の貸与，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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，コミュニケーションに関する技芸・知識の教授，ビジ
ネストレーニングにおける技芸・知識の教授，人材の能力開発に関する技芸・知識の教
授，人材育成のための知識の教授，自己啓発に関する技芸・知識の教授，業務遂行に必
要な技芸・知識の教授，経営戦略に関する知識の教授，資格取得に関する知識の教授，
資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与，セミナー・研究集会・研
修会・講演会・会議・シンポジウムの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び
記録の供覧，セミナー・教育研修・講座・人材開発のテキストの制作，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。），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，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，映写フィルム
の貸与，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
【16】印刷物
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【24】かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布
【25】被服
【35】広告，商品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 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)
2006.09.28 意見書
2006.09.28 手続補足書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶査定

41

【41】ウォーキング・ジョギング又はトレッキングの大会の企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.08.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

36

【36】クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算，クレジットカード利用者に
対する資金の貸付け，クレジットカード利用者に対する保険契約の締結の媒介

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.03 手続補正書
2006.10.03 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.10.04 認定･付加情報
2006.11.02 認定･付加情報
2006.11.02 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

通常 2006-023421

バランス・コーチング＼ＢＡＬＡＮ
通常 2006-023857
ＣＥ ＣＯＡＣＨＩＮＧ

プロセス・コーチング＼ＰＲＯＣＥ
通常 2006-023858
ＳＳ ＣＯＡＣＨＩＮＧ

16,20,24,25,35
149

150

151

柄まかせ

健歩

Ｊ１

通常:
2006-024554
標準

通常:
2006-024576
標準

通常:
2006-024635
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】電子応用機械器具及びその部分
【16】印刷物
【41】資格取得講座における教授，資格試験に関する情報の提供

41

148

指定商品・役務

09,16,41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 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)
2006.09.28 意見書
2006.09.28 手続補足書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.18 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
41／70

３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

152

経済．ｊｐ

通常:
2006-024695
標準

35,41

153

メディカル・サプリメント・アドバ
イザー

通常:
2006-024833
標準

45
154

東京セキュリティー

通常 2006-025316

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

指定商品・役務

中間記録

【35】経営の診断及び指導，経営に関するコンサルティング，広告，トレーディングスタンプ
の発行，ホテルの事業の管理，福祉施設の事業の運営・管理，福祉施設の事業の運営・
管理に関する情報の提供，リハビリテーション施設の事業の運営・管理，アスレチッククラ
ブ事業の運営・管理，介護人のあっせん，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する
事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子計算機・
タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気テープの
ファイリング，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・
複写機及びワードプロセッサの貸与，商品展示会及び商品見本市の企画・運営又は開催，
商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会及び見本市の企画・運営又は開催，電
子計算機端末による商品の受注・発注事務の代行，インターネットによる通信販売の取次
ぎ，一般事務処理の代行，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した
商品の売買契約の媒介，自動販売機の貸与，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式
カード・割引付特典カードの発行，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引
付特典カードの発行の仲介，ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業
促進策の企画，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加
盟店・会員の募集及びその管理，電子商取引で発生した売掛金の請求書の送付の事務の
代行，委託者から借受けた預金通帳の入金状況を確認して委託者に通知する事務の代
行，受託による物品の購入・管理などの事務の代行，受託による決算書などの会計・経理
事務の代行，受託によるデータ入力及びデータ発注納品管理業務の事務処理，受託によ
る保険事故発生時における保険会社への通知事務の代行及び相談，受託による債権の
【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，職業のあっせん，競売の運営，
輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，
タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【41】健康食品・サプリメント・健康関連商品に関する知識の教授及び健康食品・サプリメン
ト・健康関連商品に関する資格試験の実施・資格の認定，当せん金付証票の発売，献体に
関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供
覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供
覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，
映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組
の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除
く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の
制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企
画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・
小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・
運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音
響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演
劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸
与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジ
オ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気
テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械
【45】ファッション情報の提供，新聞記事情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性
の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，葬儀の執行，墓地又は納骨堂の
提供，建物及び施設の警備，建物及び施設の警備（火災警備・ガス漏れ警備・防犯警備を
含む。）に関する助言・情報の提供，身辺の警備，身辺の警備に関する助言・情報の提供，
身辺の警護に関する助言・相談，個人の身元又は行動に関する調査，占い，身の上相談，
家事の代行，衣服の貸与，祭壇の貸与，火災報知機の貸与，消火器の貸与，家庭用電熱
用品類の貸与（他の類に属するものを除く。），動力機械器具の貸与，風水力機械器具の
貸与，装身具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.08.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 意見書
2006.09.14 手続補足書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.14 認定･付加情報
2006.10.04 手続補正書
2006.10.04 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.10.04 手続補正書
2006.10.11 認定･付加情報
2006.10.16 認定･付加情報
2006.10.18 通知書(再提出通知)
2006.12.13 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.09.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,36,41,42

155

野村グループ

通常:
2006-025340
標準

09,16,35,36,41,42

156

ノムラグループ

通常:
2006-025341
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，ウェットスーツ，浮袋，運動用
保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽
器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，
スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，
電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書裁断機，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，
【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，ウェットスーツ，浮袋，運動用
保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽
器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，
スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，
電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書裁断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.10.03 手続補正書
2006.10.03 意見書
2006.10.03 手続補足書
2006.10.13 手続補正書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
2006.12.22
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 手続補正書
2006.10.23 意見書
2006.10.23 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【09】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，ウェットスーツ，浮袋，運動用
保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽
器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，
スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，
電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書裁断機，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，
【42】携帯用ホームページの作成又は保守，コンピュータ用ホームページの作成又は保
守，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，携帯用ウェブサイトの作成又は保
守，コンピュータ用ウェブサイトの作成又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 手続補正書
2006.10.23 意見書
2006.10.23 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

35

【35】広告，インターネット広告，携帯電話を用いたインターネット広告

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.05.09 上申書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.13 認定･付加情報
2006.08.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

16,41

【16】新聞，雑誌，能力検定試験の教材
【中間記録情報】
【41】日本文化を英語で紹介することに関する知識の教授，セミナーの企画・運営又は開 ［審査］
催，電子出版物の提供，教育及び研修用教材に関する情報の提供，検定試験の企画・運 2006.03.08 願書
営・実施
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.04.12 手続補正書(方式)
2006.05.22 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
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)
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))
2006.12.01 拒絶査定

09,16,35,36,41,42

157

ＮＯＭＵＲＡ ＧＲＯＵＰ

通常:
2006-025342
標準

42

158

159

160

携帯ｄｅホームページ

携帯ｄｅコマーシャル

日本文化外国語検定

通常 2006-025516

通常 2006-025517

通常 2006-025571

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.09 願書
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.05.09 上申書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.08.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

161

162

163

164

165

166

167

168

商標（見本）

商標

館内陵墓

館内陵苑

§アイラブ 鎌倉

ケータイ童話

ケータイ小説

モバイルボイストレーニング

ケータイソロバン

ケータイお経

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【45】葬儀の執行，墓地又は納骨堂の提供，墓地における永代供養の媒介，祭壇の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

45

【45】葬儀の執行，墓地又は納骨堂の提供，墓地における永代供養の媒介，祭壇の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

41

【41】セミナーの企画・運営又は開催，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は 【中間記録情報】
［審査］
運営，音楽の演奏，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
2006.03.09 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

41

【41】インターネット携帯電話の通信を用いて行なう静止画・動画・音声・文字による教授・教 【中間記録情報】
育
［審査］
2006.03.09 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)
2006.12.08 拒絶査定

41

【41】インターネット携帯電話の通信を用いて行なう静止画・動画・音声・文字による教授・教 【中間記録情報】
［審査］
育
2006.03.09 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)
2006.12.08 拒絶査定
2007.03.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

41

【41】インターネット携帯電話の通信を用いて行なう静止画・動画・音声・文字による教授・教 【中間記録情報】
［審査］
育
2006.03.09 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)
2006.12.08 拒絶査定

41

【41】インターネット携帯電話の通信を用いて行なう静止画・動画・音声・文字による教授・教 【中間記録情報】
育
［審査］
2006.03.09 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)
2006.12.08 拒絶査定

41

【41】インターネット携帯電話の通信を用いて行なう静止画・動画・音声・文字による教授・教 【中間記録情報】
［審査］
育
2006.03.09 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)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-026010
標準

通常:
2006-026011
標準

通常 2006-026055

通常:
2006-026063
標準

通常:
2006-026064
標準

通常:
2006-026065
標準

通常:
2006-026066
標準

通常:
2006-026067
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
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

169

170

171

172

商標（見本）

商標

ケータイカルチャークラブ

ケータイ昔話

ケータイまんが

ケータイ落語

種別 出願番号

区分

41

【41】インターネット携帯電話の通信を用いて行なう静止画・動画・音声・文字による教授・教 【中間記録情報】
［審査］
育
2006.03.09 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)
2006.12.08 拒絶査定

41

【41】インターネット携帯電話の通信を用いて行なう静止画・動画・音声・文字による教授・教 【中間記録情報】
［審査］
育
2006.03.09 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)
2006.12.08 拒絶査定

41

【41】インターネット携帯電話の通信を用いて行なう静，，，，，，，，，，，，，止画・動画・音
声・文字による教授・教育

41

【41】学習塾における教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，当せん金付証票の 【中間記録情報】
発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調 ［審査］
2006.03.24 願書
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 2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.12.05 拒絶査定
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
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損 【中間記録情報】
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，個人の資産運用に関す ［審査］
2006.03.27 願書
る助言，資産の管理・運用に関する情報の提供
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.12 拒絶査定

通常:
2006-026070
標準

通常:
2006-026071
標準

通常:
2006-026072
標準

ｅ授業

通常:
2006-026666
標準

174

あなたの街の家計のお医者さ
ん

通常:
2006-026959
標準

36

36
貯めチャオ

通常 2006-027368

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】インターネット携帯電話の通信を用いて行なう静止画・動画・音声・文字による教授・教 【中間記録情報】
［審査］
育
2006.03.09 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)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-026068
標準

173

175

指定商品・役務

41

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 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)
2006.12.08 拒絶査定

【36】割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，プリペイドカードの発行，クレジットカード 【中間記録情報】
発行者に代わって行う会員の募集及びその管理，損害保険契約の締結の代理，建物の管 ［審査］
2006.03.28 願書
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， 2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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，企業の信用に 号)
2006.12.22 拒絶査定
関する調査，慈善のための募金

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

176

177

商標（見本）

商標

カフェキッズ

種別 出願番号

区分

179

16,41,44

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
【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，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

通常:
2006-027374
標準

ヒーリングスパ＼Ｈｅａｌｉｎｇ Ｓｐａ 通常 2006-027386

180

Ｗｅｂ２．０Ｓｔｙｌｅ＼Ｗｅｂ２．０ス
通常 2006-027680
タイル

団塊世代の＼ナレッジベース

リズム譜

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.28 願書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

42

【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.03.15 願書
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 2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
用プログラムの提供
2006.12.22 拒絶査定

16,41

【16】紙類，印刷物，文房具類
【中間記録情報】
【41】カラオケに関するセミナーの企画・運営又は開催，カラオケに関するレコード・録音済 ［審査］
み磁気テープ・記録済みＣＤ－ＲＯＭ又は記録済みＤＶＤの貸与，カラオケボックスの提供， 2006.03.29 願書
カラオケルームの提供，カラオケ機械器具の貸与に関する情報の提供，カラオケ機械器具 2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
及びその付属品の貸与，カラオケ及び通信カラオケ施設の提供，カラオケ施設の提供に関 2006.12.26 拒絶査定
する情報の提供，カラオケ大会の企画・運営又は開催，通信ネットワークを介したカラオケ
の提供，音楽の演奏，音楽の演奏の興行の企画又は運営，音楽番組の制作

通常 2006-027681

通常:
2006-027852
標準

中間記録

【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，保育 【中間記録情報】
所における乳幼児の保育，老人の養護，動物の宿泊施設の提供，カーテンの貸与，会議 ［審査］
室の貸与，家具の貸与，加熱器の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与，調理 2006.03.28 願書
台の貸与，展示施設の貸与，流し台の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸 2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗浄機の貸与
2006.12.12 拒絶査定
2007.09.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

42
178

指定商品・役務

43
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商標（見本）

商標

種別 出願番号
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16,41

181

コカリナ

183

36

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期預金の受入れ，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，
割賦購入のあっせん，紙幣・硬貨計算機の貸与，現金支払機・現金自動預け払い機の貸
与

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.18 拒絶査定

44

【44】美容，理容

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.04.11 手続補正指令書(出願)
2006.04.12 手続補正書(方式)
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.11 拒絶査定

通常:
2006-028027
標準

184

テナントショップ＼てなんとしょっ
通常 2006-028252
ぷ

カスタマイズローン

ＥＢＭチャイルドエステティック

通常:
2006-028478
標準

通常:
2006-028602
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］
2006.03.29 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)
2006.09.27 意見書
2006.12.01 拒絶査定
2007.03.12 手続補正書
2007.03.13 手続補正書
2008.06.02 登録料納付
［登録］
2008.05.19 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.06.24 登録証

36
182

指定商品・役務
【16】楽譜，歌集，雑誌，その他の印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，
印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり
付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，
チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキ
ング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容
器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁
縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオ
ル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除
く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，書画，写真，写真立て
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
【36】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，土地の貸
借の代理又は媒介，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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.04.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

2008/9/8
48／70

３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

185

コンサルティングプラザ＼ＣＯＮ
通常 2006-028650
ＳＵＬＴＩＮＧＰＬＡＺＡ

41,44
186

３Ｄリンパマッサージ

わくわくポイントプレゼント

通常:
2006-028751
標準

44
188

草加眼科クリニック

【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
【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，眼科医業

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.15 拒絶査定

通常:
2006-028807
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］
2006.03.30 願書
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.04 拒絶査定
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-028728

36

187

指定商品・役務
【36】金融資産の形成・運用に関する助言及び指導，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】手技によるエステティックマッサージの技術の教授，手技によるエステティックマッサー
ジに関するセミナーの企画・運営又は開催
【44】マッサージ手技を使用したエステティック美容及びそれに関する情報の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.04.03 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)
2006.12.18 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

189

190

191

192

193

商標（見本）

商標

エグゼクティブ・コーチ

薬のチェック

ホルモンバー

白楊

さらさらカレー

種別 出願番号

区分

ドッグプール

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定
2007.05.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16,41,42,44

【16】印刷物
【41】セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の
製作，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作，通訳，翻訳
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.04.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.12 認定･付加情報
2006.04.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.01 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

44

【44】庭園又は花壇の設計，庭園又は花壇の施工，庭園又は花壇の管理，庭園又は花壇 【中間記録情報】
の鑑定，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 ［審査］
防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），植木の貸与，農業用機械器具の貸与， 2006.04.02 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
芝刈機の貸与
条1項11号を除く))
2006.12.08 拒絶査定

29,43

【29】カレーのもと
【43】カレー料理を主とする飲食物の提供

通常 2006-029303

通常:
2006-029342
標準

通常:
2006-029548
標準

通常 2006-029554

通常:
2006-029589
標準

通常:
2006-029768
標準
41,44

195

キャットプール

通常:
2006-029769
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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

41,44
194

指定商品・役務

16,41

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定
2007.04.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【41】動物の調教，娯楽施設の提供，運動施設の提供
【中間記録情報】
【44】動物の飼育，動物の治療，動物用入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カ ［審査］
2006.04.03 願書
イロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 拒絶査定
【41】動物の調教，娯楽施設の提供，運動施設の提供
【中間記録情報】
【44】動物の飼育，動物の治療，動物用入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カ ［審査］
2006.04.03 願書
イロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

196

197

商標（見本）

商標

アニマルプール

現代＼民家＼ＧＥＮＤＡＩ ＭＩＮ
ＫＡ＼ＳＥＲＩＥＳ ｖｏｌ．∞２∞こ
だわりの分譲住宅

種別 出願番号

区分

現代＼民家＼ＧＥＮＤＡＩ ＭＩＮ
ＫＡ＼ＳＥＲＩＥＳ ｖｏｌ．∞１∞こ
だわりの注文住宅

37

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

通常:
2006-029770
標準

通常 2006-029834

通常 2006-029835

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】動物の調教，娯楽施設の提供，運動施設の提供
【中間記録情報】
【44】動物の飼育，動物の治療，動物用入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カ ［審査］
2006.04.03 願書
イロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 拒絶査定

37

198

指定商品・役務

41,44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.03 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.03 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.11 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

199

200

201

新しいクオリティへ、新しいス
ピードで。

粉飾調査

Ｒｅｌａｘ Ｓｐａ

36

44

【44】美容，理容，入浴施設の提供，医療用機械器具の貸与

通常:
2006-029867
標準

通常:
2006-029929
標準

通常:
2006-029958
標準

35
202

ＰＯＰメール

通常:
2006-030598
標準

36
203

新時代

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，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，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
【36】企業における不正経理事実の解明調査

通常:
2006-030924
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］
2006.04.03 願書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 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))
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.09.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.22 拒絶査定
2007.01.16 再送
2007.04.03 再送
2007.06.08 官報公告
【35】携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う広告に関する情報の提供， 【中間記録情報】
［審査］
商品の販売に関する情報の提供
2006.04.05 願書
2006.04.05 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)
2006.12.25 拒絶査定
【36】有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及
び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売
買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又
は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の
委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集
又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，商品先物取引の受託および媒介，商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介，
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

204

205

206

207

208

商標（見本）

商標

消えるタトゥー

広告入カレンダー

オゾン洗浄

カメイホーム

指先検査

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【44】美容，理容，電子計算機による通信を利用した美容・理容に関する相談・助言・指導
およびそれらに関する情報の提供，その他の美容・理容に関する相談・助言・指導および
それらに関する情報の提供，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与

35

【35】広告，広告の代理，商品の販売に関する情報の提供，経営の診断及び指導，市場調 【中間記録情報】
査，商品の受発注事務の取次ぎ，職業のあっせん，競売の運営，建築物における来訪者 ［審査］
2006.03.23 願書
の受付及び案内，輸出入に関する事務の代理又は代行，書類及びカレンダーの複製，広
2006.04.14 認定･付加情報
告用具の貸与
2006.09.08 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))
2006.10.17 手続補正書
2006.10.17 意見書
2006.11.22 認定･付加情報
2006.11.22 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

37

【37】建設工事，浄水装置の修理又は保守，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］
給水管の清掃，給水管の洗浄
2006.04.06 願書
2006.04.07 手続補足書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.05.11 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

06,19,36,37

【06】金属製建造物組立てセット
【19】建造物組立てセット（金属製のものを除く。）
【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
【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

16,44

【16】雑誌，新聞，その他の印刷物
【中間記録情報】
【44】血液検査，在宅血液検査，医業，健康診断，医療情報の提供，血液検査に関する情 ［審査］
報の提供，健康診断に関する情報の提供，栄養の指導，健康管理の指導，医療用機械器 2006.04.06 願書
具の貸与
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.18 拒絶査定

通常 2006-030992

通常:
2006-030998
標準

通常:
2006-031108
標準

通常 2006-031226

通常:
2006-031304
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］
2006.03.23 願書
2006.09.08 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
2006.12.01 手続補正指令書(中間書類)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.13 意見書
2006.12.12 拒絶査定
2007.02.26 手続補正書
2007.02.26 手続補足書
2008.02.01 登録料納付
［登録］
2008.01.08 登録査定書
2008.02.01 設定納付書
2008.02.26 登録証
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,42

209

クローズイルミネーション

通常:
2006-031717
標準

36
210

リゾートライフプランナー

通常:
2006-031725
標準

35,38,41,42,43,44

211

病院．ｃｏｍ＼ビョウインドットコ
通常 2006-031793
ム

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
【36】リゾートクラブ会員権・ゴルフ会員権・会員制ホテル会員権の売買及びその媒介・取次
ぎ又は代理，リゾートクラブ会員権・ゴルフ会員権・会員制ホテル会員権の売買に関する助
言・指導及び情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.09.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

【35】病院経営の診断又は病院経営に関する助言，健康関連商品の販売に関する情報の
提供，インターネット等の電子計算機端末通信による広告，広告媒体の企画及び制作，商
品の販売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，市場調査，商
品の販売に関する情報の提供，市場調査，インターネット等の電子計算機端末通信による
広告，広告媒体の企画及び制作，商品の展示即売会の企画・運営又は開催，経営の診断
及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，アンケート
情報の提供，インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供及びその他の商品
の販売に関する情報の提供
【38】コンピュータによるメッセージ及び映像の通信，電子計算機端末の通信ネットワークの
提供，その他の電子計算機端末の通信，移動体電話による通信，ファクシミリによる通信，
その他の電気通信（放送を除く。），テレビジョン放送，有線放送，ラジオ放送，有線ラジオ
放送
【41】セミナーの企画・運営又は開催，運動施設の提供，セミナー・シンポジウムのための
施設の提供，健康管理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
【42】インターネットを用いて行う病院ベッド提供の契約の媒介又は取次ぎその他の病院施
設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，治療に関する情報の提供，疾患に関する情報の提
供，病院施設の提供に関する情報の提供，入院に関する情報の提供，病院施設情報の提
供，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気
ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の貸与，医業・医療・健康診断・歯科医
業・調剤・その他の医療施設向けのウェブサイトの作成又は保守，老人保健施設・介護施
設・デイサービス向けのウェブサイトの作成又は保守，その他のウェブサイトの作成又は保
守，インターネットを用いて行う検索エンジンの提供，その他の電子計算機のプログラムの
設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機の貸与に関する情報の提供，医業
と医療情報の提供，通信網を通じて提供されるコンピュータプログラムの設計と作成及び
提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.09.11 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))
2006.12.18 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定
2007.02.20 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）２００６．１２.xls
No.

212

213

214

215

216

217

商標（見本）

商標

チムジルバン

テレショップ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【44】美容，理容，サウナ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，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，
医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植
木の貸与，農業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美
容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

35

【35】通信販売用カタログによる広告，その他の広告，トレーディングスタンプの発行，経営 【中間記録情報】
の診断及び指導，市場調査，商品の通信販売に関する情報の提供又は指導・助言，通信 ［審査］
販売による商品の販売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供， 2006.04.07 願書
通信販売の注文・受付・発注・配送に関する事務処理の代行，職業のあっせん，競売の運 2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
営，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商品の通信販売の取次ぎ 項16号)
2006.12.22 拒絶査定

44

【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，医療用機械器具
の貸与，健康の維持・促進のための栄養に関する情報の提供，健康の維持・促進に関す
る栄養に関する助言及び指導，医師・クリニック・病院・薬局等医療に関する情報の提供

37

【37】建設工事，建築工事に関する助言

35,41

【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，書類の複製，文章又は磁気テープのファ 【中間記録情報】
イリング
［審査］
【41】知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，書籍の制作
2006.03.27 願書
2006.04.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.26 手続補正指令書(出願)
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

35

【35】企業の信用に関する調査、及び経営コンサルティング業務

通常 2006-031885

通常 2006-031966

抗加齢クリニックモール＼Ａｎｔｉ
分割 2006-032037
－Ａｇｉｎｇ Ｃｌｉｎｉｃ Ｍａｌｌ

一品の家

富裕層戦略

通常 2006-032042

通常:
2006-032063
標準

§Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄｅｓｉｇｎ＼ビジネ
通常 2006-032073
ス デザイン

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

中間記録

44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.05.30 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.09.08 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))
2006.10.10 手続補正書
2006.10.10 意見書
2006.12.22 拒絶査定
2007.02.09 手続補正書
2007.06.08 手続補正書
2007.07.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.07.13 職権訂正通知書(職権訂正)
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

218

219

220

商標（見本）

商標

＠－ｔｉｃｋｅｔ

奇石博物館

アグリーメント入学方式

種別 出願番号

区分

一品住宅

41

【41】石の供覧

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

41

【41】入学試験の実施，大学における教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，当
せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は
開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，オンラインによる図書
及び記録の供覧，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，オン
ラインによる書籍の制作，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽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
【37】建設工事，建築工事に関する助言

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.14 拒絶査定

通常:
2006-032161
標準

通常:
2006-032206
標準

通常:
2006-032330
標準

通常 2006-032477

35,38

222

かごしまナビ

通常:
2006-032543
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】インターネットによるイベント等のチケットの予約手配及びチケットの予約可能情報の 【中間記録情報】
［審査］
提供
2006.04.10 願書
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 意見書
2006.10.23 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.06 拒絶査定

37
221

指定商品・役務

41

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

【35】広告，広告に関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断及び指 【中間記録情報】
導，事業の管理，市場調査，市場調査に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の ［審査］
2006.03.27 願書
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り次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，あて名書き及び書類の 2006.05.12 手続補正指令書(出願)
封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，電子計算機・タイプライター・テレック 2006.05.18 手続補正書(方式)
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 2006.08.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.23 認定･付加情報
おける来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロ
セッサーの貸与，一般事務の代行，文書の送信及び受信に関する事務の代行，経理事務 2006.08.23 認定･付加情報
の代行
2006.08.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.01 職権訂正通知書(職権訂正)
【38】移動体電話による通信，電子メールによる通信，テレックスによる通信，電子計算機
2006.09.01 職権訂正通知書(職権訂正)
端末による通信，電子計算端末による電子データ交換，電報による通信，電話による通
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，情報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，デジタル衛星テレビジョン放送，デジタル衛星ラジ 条1項11号を除く))
オ放送，衛星を利用したデジタル・データ放送，報道をする者に対するニュースの供給，電 2006.12.15 拒絶査定
話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与

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

2008/9/8
56／70

３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

223

224

225

商標（見本）

商標

銀座美容外科

食育インストラクター

モバピ

種別 出願番号

区分

§鼓∞ｔｓｕｚｕｍｉ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.04.26 代理権変更届
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.11 拒絶査定

41

【41】料理に関する教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.15 拒絶査定

42

【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，ウェ
ブサイトの作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・
自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又
は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又
は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試
験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は
水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，工業所有権に関す
る手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事件その他に関する法律事務，登記又は供
託に関する手続の代理，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する
手続の代理，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.12.22 拒絶査定
2008.02.22 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.10.02 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.12.27 拒絶査定

通常 2006-033122

通常 2006-033124

通常:
2006-033132
標準

通常 2006-033322

36

227

ひまわり証券グループ

通常 2006-034413

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】医業，美容外科医業

43
226

指定商品・役務

44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 意見書
2006.12.19 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

228

ひまわりグループ

通常 2006-034414

37

229

トータルボディーケア

通常:
2006-034486
標準

41

230

§やさいいことば∞おもいやり
通常 2006-034809
のあることば∞野田教室

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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 【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， 2006.04.14 願書
2006.10.02 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
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 第4条1項11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 2006.12.27 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，税務相談，税務代理，慈善
【37】建設工事，建設工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶 【中間記録情報】
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道 ［審査］
2006.04.14 願書
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.30 意見書
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
2006.12.08 拒絶査定
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，電話機械器具
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，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，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，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除
く。）の修理又は保守，栽培機械器具の修理又は保守，収穫機械器具の修理又は保守，植
物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守，飼料圧搾機の修理又は保守，飼料裁断機の
修理又は保守，飼料配合機の修理又は保守，飼料粉砕機の修理又は保守，牛乳ろ過器
の修理又は保守，搾乳機の修理又は保守，育雛器の修理又は保守，ふ卵器の修理又は
保守，蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙
【41】やさしいことばを使う教授．思いやりのあることばを使う教授．セミナーの企画運営又 【中間記録情報】
［審査］
は開催
2006.04.04 願書
2006.08.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.01 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.08 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))
2006.12.15 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.09.08 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))
2006.12.08 拒絶査定

41

【16】印刷物，書画，写真，印刷したくじ（おもちゃを除く。）
【41】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，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，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営
又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動
車競走の興行に関するものを除く。），小型自動車競走の企画・運営又は開催，映画機械
器具の貸与，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸
与，録画済み磁気テープの貸与，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
【16】印刷物，書画，写真，印刷したくじ（おもちゃを除く。）
【41】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，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，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営
又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動
車競走の興行に関するものを除く。），小型自動車競走の企画・運営又は開催，映画機械
器具の貸与，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸
与，録画済み磁気テープの貸与，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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定
2007.07.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

35,36

【35】ポイントカードの発行，クーポンの発行，トレーディングスタンプの発行，商品の販売促
進・役務の提供促進のために行なうＩＣカード（携帯電話搭載のものを含む。）へのポイント
蓄積式カード機能用ポイントなどの各種データの入力及び削除に関するデータ管理事務の
代行，コンピュータによる集積回路へのポイントカードデータの入力及びポイントカードデー
タ管理に関する事務の代行，ＩＣカード搭載型携帯電話へのクレジットカード・プリペイドカー
ド機能用ポイントなどの各種データの入力及び削除に関するデータ管理事務の代行
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，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，インターネットによる振込・振替，インターネットによ
る預金の残高照会，インターネットを利用した外国為替取引，インターネットを利用した株
式市況に関する情報の提供，オンラインによる商品売買代金の支払いの代行，ガス料金
又は電気料金の徴収の代行，クレジットカード・デビットカード・キャッシュカードの発行及び
その取次ぎ又は斡旋，クレジットカード・デビットカード・キャッシュカードの発行及び利用に
関する情報の提供，クレジットカード・デビットカード・キャッシュカードの利用金額に関する
情報の提供，クレジットカードの発行会社に代わってする会員の募集及び会員の管理，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募集及び会員の
管理，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・デビットカード・旅行者
用小切手・電子マネー等の利用者に代わってする支払代金の決済，クレジットカード利用
者への資金の貸付け，家賃・管理費・駐車場代等の支払いの代行，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，株式市況に関する情報の提供，企業の信用に関する調査，金融情報の提供（ファクシ

【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条柱書+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.22 拒絶査定

16,41

231

グッドウッド・フェスティバル・イ
ン・ジャパン＼Ｇｏｏｄｗｏｏｄ Ｆｅ 通常 2006-034842
ｓｔｉｖａｌ ｉｎ Ｊａｐａｎ

16,41

232

233

234

235

グッドウッド・フェスティバル・オ
ブ・スピード・イン・ジャパン＼Ｇ
通常 2006-034843
ｏｏｄｗｏｏｄ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ｏｆ Ｓｐｅ
ｅｄ ｉｎ Ｊａｐａｎ

オンキャンパス

横浜フレンチ

通常:
2006-034881
標準

通常:
2006-034987
標準

ウェルカード＼ＷＥＬＬ ＣＡＲＤ 通常 2006-035279

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.03 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.09.08 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))
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.15 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

236

237

238

239

240

商標（見本）

商標

デンタルケアアドバイザー

モカロール

ＭＵＬＴＩ＼ＤｒｙＭｉｓｔ

ＰＲＯＳＰＥＣ＼プロスペック

プルコギ食堂

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催
【44】医業，医療の情報提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.08.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.01 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

30,43

【30】菓子及びパン
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.06.14 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.21 刊行物等提出による通知書
2006.08.11 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.08.15 刊行物等提出書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.22 刊行物等提出による通知書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

35,37,42,44

【35】空調機械器具その他の商品の販売に関する情報の提供，広告
【37】空調機械器具の設備工事又はその取次ぎ，空調衛生設備工事又はその取次ぎ，空
調設備の修理又は保守，空調設備の運転・点検・整備，栽培機械器具の修理又は保守，
暖冷房装置の貸与，空調機械器具の貸与
【42】空調設備の設計，空調設備の設計に関する助言
【44】農業用機械器具の貸与，植物の栽培管理

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.09.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.31 手続補正書
2006.10.31 手続補足書
2006.10.31 意見書
2006.11.30 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定
2007.02.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.07.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

06,37

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【37】建設工事

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 意見書
2006.12.08 拒絶査定
2007.01.22 手続補正書
2008.02.27 登録料納付
［登録］
2008.02.27 登録査定書
2008.02.27 設定納付書
2008.03.31 登録証

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.07 意見書
2006.11.17 手続補正指令書(中間書類)
2006.11.23 手続補正書(方式)
2006.11.27 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-035317
標準

通常 2006-035321

通常 2006-035440

通常 2006-035532

通常:
2006-035555
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

41,44
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No.

241

242

商標（見本）

商標

バグキャッチャー

種別 出願番号

区分

35,44

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言又は指導，
市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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などの記録媒
体のファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス・コンピューター又はこれらに準ず
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・ワードプロセッサー及びコンピューターの貸与，求人情報の提供及びキャ
リアカウンセリングなどの助言又は指導，自動販売機の貸与
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養及び運動療法に関する助言又は指導，動物の飼育，
動物の治療，動物の栄養及び運動療法に関する助言又は指導，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，漁業用機械機器の貸与，美容院用又は理髪店用
【44】美容，あん摩，マッサージ及び指圧，きゅう，はり

通常:
2006-035718
標準

ＯＳＨ ｓｕｐｐｏｒｔ＼Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎ
通常 2006-035739
ａｌ Ｓａｆｅｔｙ ａｎｄ Ｈｅａｌｔｈ

244

245

半導体ビューティーローラー

おもてなし

Ｂｅ ａｌｗａｙｓ ｆｏｒ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ
ｓ！

通常 2006-035758

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.06 願書
2006.09.04 職権訂正履歴(職権訂正)
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))
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

39

【39】主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の 【中間記録情報】
代理・媒介又は取次ぎ，旅行情報の提供・相談，寄託を受けた物品の倉庫における保管， ［審査］
他人の携帯品の一時預かり，駐車場の提供，自動車の貸与，車いすの貸与，自転車の貸 2006.04.19 願書
与，鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶によ 2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
る輸送，航空機による輸送，航空輸送・船舶輸送・車両輸送・鉄道輸送に関する情報の提 条1項11号を除く))
2006.12.18 拒絶査定
供，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し

29,30,32,35,36,42

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
［審査］
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.04.19 願書
め物，豆，食用たんぱく
2006.04.19 認定･付加情報
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
2006.09.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
（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 条1項11号を除く))
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.12.25 拒絶査定
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

通常:
2006-035904
標準

通常 2006-036182

中間記録

【37】建設工事，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。）
【中間記録情報】
【42】建築物の設計，測量，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 ［審査］
2006.04.18 願書
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
2006.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.20 拒絶査定

44
243

指定商品・役務

37,42
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,36,41

246

定年予備校

通常:
2006-036187
標準

16,36,41,42

247

ワンタッチ投資

通常:
2006-036218
標準

42
248

ＥＣ Ｐｌａｔｆｏｒｍ

通常 2006-036251

41
249

園庭ビオトープ

通常 2006-036405

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

指定商品・役務
【09】金融・投資又は資産運用に関する学習用コンピュータプログラム，その他の電子応用
機械器具及びその部品，金融・投資又は資産運用に関する電子出版物，耳栓，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電
解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写
機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自
動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，
消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗
難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又
は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装
置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器
具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の
機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロ
ン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，磁心，抵抗線，電極，消防艇，
ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，
溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベル
ト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，金融・投
資又は資産運用に関する録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【16】金融・投資又は資産運用に関する雑誌，金融・投資又は資産運用に関する書籍，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
【16】印刷物
【36】有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及
び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売
買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又
は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の
委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集
又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供
【41】技芸又は知識の教授，セミナーの企画運営又は開催
【42】電子計算機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
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）またはこれらの機械等により構成さ
れる設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車そ
の他の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照会及び説明，電子計算機の貸与，電子
計算機用プログラムの提供

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.09 手続補正書(方式)
2006.07.07 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 手続補正書
2006.11.21 意見書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.09.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.09.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.22 拒絶査定

【41】幼稚園・保育園又はこども園の園庭の提供，庭園の供覧，幼稚園・保育園又はこども 【中間記録情報】
［審査］
園における教育
2006.04.20 願書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.26 拒絶査定
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36,37

250

Ｃ－ＳＴＹＬＥ

通常:
2006-036590
標準

36,42

251

正光?逓増?

通常:
2006-036698
標準

16,41

252

実戦コミュニケーション心理学

通常:
2006-036944
標準

36
253

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.09.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.30 意見書
2006.11.02 手続補足書
2006.12.01 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶査定
2006.12.28 手続補足書
2007.01.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.07 手続補正書
2007.03.14 手続補足書
2007.03.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.03 登録料納付
［登録］
2007.09.19 登録査定書
2007.10.03 設定納付書
2007.10.30 登録証
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険契約の引受け，損害保険契約の締結の代
【中間記録情報】
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
［審査］
【42】科学技術又は産業に関する調査研究及び設計，電子計算機又はソフトウェアの設計 2006.03.28 願書
及び開発並びに法律事務，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・ 2006.05.12 手続補正指令書(出願)
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 2006.05.24 手続補正書(方式)
2006.07.05 認定･付加情報
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
2006.08.23 職権訂正履歴(職権訂正)
与，電子計算機用プログラムの提供
2006.09.01 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.08 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))
2006.12.15 拒絶査定
【16】印刷物，書籍，新聞，雑誌，パンフレット，カタログ，筆記用具，日記帳，手帳，カレン
ダー
【41】人材の教育・能力開発に関するセミナーの企画・運営又は開催，人材能力開発に関
するセミナーの企画・運営及び開催に関する助言，企業の経営・管理者・人事・営業及び個
人の業務遂行能力開発に関する知識の教授，人材の能力開発に関する教育訓練，経営
者・事業者・管理者・一般従業員に対する教育研修，人材の教育・能力開発に関する情報
の提供，書籍及び電子出版物の制作，書籍及び電子出版物の編集，インターネットを介し
て行う電子出版物の提供，インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育，教本・ビ
デオを教材とした通信教育，通信教育による知識の教授，通信教育に関する情報の提供，
セミナー・教育研修・講座・人材開発のテキストの制作，家庭用学習教材としての教育用Ｄ
ＶＤの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），教材用ビデオの制作（映画・放送番
組・広告用のものを除く。），カラーセラピーに関する講演会・セミナー又は研修会の企画・
【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

ホーリーウッド＼ＨＯＬＬＹ ＷＯ
通常 2006-037241
ＯＤ

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

中間記録

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介
【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，荷役機械器具の
修理又は保守，火災報知器の修理又は保守，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，貯蔵槽類の修理
又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，自動販
売機の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，
廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置の修理又は保守，家具の修理，錠前
の取付け又は修理，ガス湯沸かし器の修理又は保守，加熱器の修理又は保守，看板の修
理又は保守，浴槽類の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修理，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，し尿処理槽の清掃，浴槽又
は浴槽がまの清掃，道路の清掃，貯蔵槽類の清掃，電話機の消毒，有害動物の防除（農
業・園芸又は林業に関するものを除く。），電気洗濯機の貸与，衣類乾燥機の貸与，衣類脱
水機の貸与，家庭用ルームクーラーの貸与，暖冷房装置の貸与
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.25 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,36,41

254

投資市場

256

257

258

アーバンハウジング

学びオンライン

学びＯｎｌｉｎｅ

Ｄｏｇｓ＼Ｄａｙ＼Ｃａｒｅ

16,41

【16】紙類，印刷物
【41】通信教育講座の開講，検定試験に関する知識の教授・助言及び情報の提供並びに
その他の技芸・スポーツ又は知識の教授

16,41

【16】紙類，印刷物
【41】通信教育講座の開講，検定試験に関する知識の教授・助言及び情報の提供並びに
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］
2006.04.24 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.05 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.05 拒絶査定

41,43,44

【41】犬のしつけ・訓練及びこれに関する犬の所有者への知識の教授
【中間記録情報】
【43】犬の宿泊施設の提供
［審査］
【44】犬の美容，動物の治療，犬の飼育及びこれに関する犬の所有者への助言・情報の提 2006.04.12 願書
2006.09.07 職権訂正履歴(職権訂正)
供
2006.09.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

通常 2006-037321

通常:
2006-037479
標準

通常:
2006-037672
標準

通常 2006-037673

通常 2006-037766

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.10 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

36,37

255

指定商品・役務
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子応用機械器具及
びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲー
ムおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，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，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用
信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災報知機，
ガス漏れ警報機，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防
艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防
毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スラ
イドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子
出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録
機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，
製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチ
カードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ウエ
イトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，レギュレー
ター，アーク溶接機，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉装置，耳栓
【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック
製ごみ収集用袋，衛生手ふき，型紙，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプキン，紙製タ
オル，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
コ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，青写真複写機，あて名印刷機，印刷用インテル，印字用インクリボン，活字，自動印紙
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.03 意見書
2006.12.15 拒絶査定
2007.06.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/9/8
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３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

259

260

261

262

商標（見本）

商標

複合微生物農法

フォレストセラピーコーチング

フォトライフ

東京レーダー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【42】農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

41

【41】森林の中で施す「コーチング」による“能力開発法”、及び“その知識の教授”

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.24 手続補正書
2006.09.08 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))
2006.12.15 拒絶査定
2007.01.09 再送

41

【41】写真機械器具に関する操作技術及び知識の教授，写真撮影技術の教授，写真・マイ 【中間記録情報】
クロフィルムに関する知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの ［審査］
2006.04.25 願書
企画・運営又は開催，撮影会・フォトコンテストの企画・運営又は開催，書籍の制作，写真
2006.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
の展示，写真の展示に関する情報の提供，美術品の展示，写真の撮影，写真撮影用スタ
項16号)
ジオの提供
2006.12.27 拒絶査定

45

【45】携帯電話によるＧＰＳを利用した人の位置情報の提供

通常 2006-037772

通常 2006-037802

通常 2006-038038

通常 2006-038148

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

中間記録

42
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.10.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.08 意見書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.08 手続補足書
2006.12.06 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶査定

2008/9/8
65／70

３条拒絶（役務）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

263

ベンチャービジネス

通常:
2006-038287
標準

42

264

セキュアメールサーバ

通常:
2006-038352
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】経営の診断及び指導，企業経営に関するコンサルティング，その他経営に関するコン
サルティング，企業経営に関する情報の提供，企業の経営に関する調査・分析，企業を取
り巻く環境の分析（リスク分析）及びそのコンサルティング，企業の合併及び企業の技術・
販売・製造・資本などの提携に関する斡旋，企業の買収・合併及び提携に関する情報の提
供，企業の動向に関する調査・分析，経済に関する調査・分析，市場調査，市場調査の結
果の分析，事業開発・事業戦略に関する助言，市場及び販売戦略に関する助言，電子計
算機端末による通信を用いた商品の販売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関
する情報の提供，経済情報の提供，企業情報の提供，経済予測，経済・経営に関する情報
の提供，経済動向に関する調査・分析，広告，トレーディングスタンプの発行，ホテルの事
業の管理，福祉施設の事業の運営・管理，福祉施設の事業の運営・管理に関する情報の
提供，リハビリテーション施設の事業の運営・管理，リハビリテーション施設の事業の運営・
管理に関する情報の提供，アスレチッククラブ事業の運営・管理，アスレチッククラブ事業
の運営・管理に関する情報の提供，介護人のあっせん，職業のあっせん，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，商品展示会及び商品見本市の企画・
運営又は開催，商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会及び見本市の企画・運
営又は開催，電子計算機端末による商品の受注・発注事務の代行，インターネットによる
通信販売の取次ぎ，一般事務処理の代行，インターネットウェブサイトにおけるショッピング
モールを介した商品の売買契約の媒介，求人情報の提供，自動販売機の貸与，財務書類
の作成・監査・証明に関する情報の提供，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カー
ド・割引付特典カードの発行，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特
典カードの発行の仲介，ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進
【42】電子計算機端末による通信を利用したネットワークサーバの貸与，電子計算機端末
による通信を利用したネットワークサーバのエリアの貸与，ホームページ作成用プログラム
その他の電子計算機用プログラムの貸与，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，コンピュータプログラムへのアクセスタイムの賃貸，電子計算機の貸与，電子計算機用
プログラムの提供，電子計算機通信ネットワークの運営者及び利用者の認証及び当該認
証に係る電子証明書の発行，電子計算機通信ネットワークのセキュリティ対策に関する診
断・設計及びコンサルティング，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・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，計測器の貸与，理化学機械器具の
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.31 意見書
2006.11.01 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.09.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

265

食育研究所

通常:
2006-038646
標準

35,41

266

ＣＯＲＰＯＲＡＴＥＭＥＳＳＡＧＩＮＧ
ＡＤＶＥＲＴＩＳＩＮＧ＼コーポレイト 通常 2006-038812
メッセージングアドバタイジング

44

267

オーガニック エステ

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
手帳，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・その他の記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，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，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
コード，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，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，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能なコン
ピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【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，
【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，求人情報の提供，自動販売機の貸与，情報処理及び情報通信ネッ
トワークに関する事業の管理・運営又はその代行，通信販売の注文・受付・発注に関する
事務処理の代行，商品の販売契約の締結の媒介，商品の販売促進・役務の提供促進に
関する助言及び指導，人材派遣による事務用機器の操作・電子計算機を用いてのデータ
入力・一般会社事務・秘書・経理事務，顧客に関する情報の収集・管理・分析，市場分析・
マーケティングのための市場実態調査・購買者意識調査・購買者行動調査の結果に基づ
いて行う事業に関する助言及び指導，インターネットのホームページにおける広告用ス
ペースの貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集，コールセンター事
業の運営及び事業の管理，情報処理技術者のあっせん，顧客管理・商品の仕入・配送に
関する事務の代行・在庫管理の代行，経済動向に関する調査及び研究，販売促進のため
のポイントカードの発行・管理又は清算並びにこれらに関する情報の提供
【41】知識の教授，セミナー・講演会・会議・シンポジウム・展示会の企画・運営又は開催，
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，電子出版物
【44】美容・エステティックの助言・指導及び情報の提供，足の美容，爪のカット・ネイルアー
トを主とする手足の美容，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
アートを主とする手又は足の美容，美顔・全身トリートメントを主とするエステティック美容化
粧品を使用したエステティック美容

通常 2006-038820

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.26 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.09.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定
2007.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.05.19 手続補正指令書(出願)
2006.06.20 上申書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.07.19 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定
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269

270

271

272

273

274

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【42】大気・水質・土壌汚染調査、化学物質の有害性の分析、分級洗浄による汚染土壌の
浄化修復に関する調査、研究、指導、助言および情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.22 拒絶査定

42

【42】大気・水質・土壌汚染調査、化学物質の有害性の分析、植物や微生物を利用した汚
染土壌・地下水の浄化修復に関する調査、研究、指導、助言および情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.22 拒絶査定

38

【38】電報による通信

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.09.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

35

【35】商品販売実績の情報の提供，商品販売統計分析結果の情報の提供，市場分析，市 【中間記録情報】
場調査，商品の販売動向の調査・分析に関する情報の提供，消費者の購買意識に関する ［審査］
調査・分析に関する情報の提供，商品の販売に関するコンサルティング，市場調査に関す 2006.04.27 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
る情報の提供，商品又は商品生産者に対する消費者の評価情報の提供，商品の流通に
関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の媒介，広告，経 条1項11号を除く))
営の診断又は経営に関する助言，職業のあっせん，電子計算機の操作，建築物における 2006.11.22 手続補正書
2006.11.22 意見書
来訪者の受付及び案内，求人情報の提供
2006.12.08 拒絶査定
2007.09.28 登録料納付
［登録］
2007.09.14 登録査定書
2007.09.28 設定納付書
2007.10.16 登録証

45

【45】葬儀・法事のための施設の提供，葬儀・法事の企画，葬儀・法事の執行の媒介又は
取次ぎ，葬儀・法事のための施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，葬儀・法要の執行，葬
儀・法要の執行の媒介又は取次ぎ，葬儀に関する相談・情報の提供，葬儀・法要に関する
礼儀作法及び返礼の助言，葬儀のための施設の利用に関する情報の提供，葬儀に関する
衣服の貸与，祭壇・葬儀用具の貸与，墓地又は納骨堂の提供

41,44

【41】個人・会員・社員向けの健康管理・ダイエット・美容・栄養摂取に関するセミナー・合
【中間記録情報】
宿・会員制組織の企画・運営又は主催・共催、及び紙ベースの印刷物・電子出版物・ビデ ［審査］
オ・放送番組の制作・貸与・供覧
2006.04.14 願書
【44】個人・会員・社員向けの健康管理・ダイエット・美容・栄養摂取に関する診断・指導・相 2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
談・助言及び情報の提供
2006.12.15 拒絶査定

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
2006.04.13 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

ソイルワッシュ＼（ＳＯＩＬ‐ＷＡＳ
通常 2006-038849
Ｈ）

ファイレメ＼（ＰＨＹＲＥＭＥ）

デザイン電報

ブランドコミュニケーター

エンディングホール

ビジネスアスリート

通常 2006-038851

通常:
2006-038923
標準

通常:
2006-039293
標準

通常:
2006-039333
標準

通常:
2006-039439
標準

聞香インストラクター＼もんこう
通常 2006-039473
いんすとらくたー

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 意見書
2006.12.15 拒絶査定
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276

277

278

279

280

商標（見本）

商標

協同組合国際行政書士セン
ター

ＯＤＥＮ ＢＡＲ

にらまんじゅう＼韮菜万頭

クレニアル セラピー

ダイヤ買取．ｃｏｍ

ドクターきらら

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【42】官公署に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びそ 【中間記録情報】
［審査］
れらの手続きの代行又は相談
2006.04.28 願書
2006.05.23 手続補正指令書(出願)
2006.05.26 手続補正書(方式)
2006.06.23 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.11.10 意見書
2006.12.12 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

43

【43】ニラを使用したまんじゅうを主とする飲食物の提供

41,44

【41】頭蓋骨矯正施術師の養成
【44】頭蓋骨矯正の施術

36

【36】ダイヤモンドを主とする宝石の買取価格の評価，ダイヤモンドを主とする宝玉の評価， 【中間記録情報】
ダイヤモンドを主とする宝石の買取価格の評価に関する助言・指導又は情報の提供，ダイ ［審査］
ヤモンドを主とする宝石の評価に関する助言・指導又は情報の提供，ダイヤモンドを主とす 2006.05.08 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
る取引のためのギフトカードの発行，ダイヤモンドを主とする取引のためのクレジットカー
ド・デビットカードの発行の取次ぎ又は斡旋，ダイヤモンドを主とする取引のためのプリペイ 項16号)
ドカードの発行（第三者発行型前払式証票の発行），ダイヤモンドを主とする取引のための 2006.11.13 手続補正書
プリペイドカードの発行の取次ぎ，ダイヤモンドを主とする宝石の保護預かり，ダイヤモンド 2006.11.13 意見書
を主とする取引のための割賦購入のあっせん，ダイヤモンドを主とする取引のための前払 2006.12.08 拒絶査定
2007.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
式証票の発行

16,44

【16】印刷物
【44】医療情報の提供

通常 2006-039793

通常 2006-040065

通常 2006-040076

通常 2006-041026

通常 2006-041322

通常:
2006-041553
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］
2006.04.28 願書
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.24 意見書
2006.12.13 拒絶査定
2007.10.05 登録料納付
［登録］
2007.09.14 登録査定書
2007.10.05 設定納付書
2007.10.23 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.22 手続補正書
2006.12.22 拒絶査定
2007.01.10 手続補正書
2007.02.09 通知書(再提出通知)
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.22 拒絶査定
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281

282

283

284

商標（見本）

商標

京・丹波黒ニンニク

すし松

森林浴のできる家

ミンナビーチ

種別 出願番号

区分

プリントオーダー

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.12 手続補正書
2006.10.12 意見書
2006.11.20 認定･付加情報
2006.11.20 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

30,43

【30】すし，べんとう
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.22 意見書
2006.12.01 拒絶査定

37

【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，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，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，貯蔵槽類の修理又は保守，
土木機械器具の修理又は保守，建具の修理，家具の修理，加熱器の修理又は保守，浴槽
類の修理又は保守，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。），土木機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 意見書
2006.12.15 拒絶査定

41,43

【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，水中マスクの貸与，シュノーケルの貸与，フィンの貸与
【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，
【40】写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，製本，印刷

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.10.19 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))
2006.11.28 手続補正書
2006.11.28 意見書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.29 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶査定

通常 2006-042067

通常:
2006-042750
標準

通常:
2006-042913
標準

通常:
2006-042960
標準

通常:
2006-043702
標準

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

中間記録

【29】にんにくを主原料とした粒状の加工食品
【35】にんにくの加工食品の販売に関する情報の提供

40

285

指定商品・役務

29,35
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.06.09 認定情報通知書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.26 意見書
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定
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商標（見本）

商標
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区分

指定商品・役務

中間記録

35,41

【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホ 【中間記録情報】
テルの事業の管理
［審査］
【41】業務遂行のための社員等の教育及び訓練，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授 2006.05.18 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.04 意見書
2006.12.19 拒絶査定

「人の行動選択モデル」∞状況
35,41
∞行動＼感情＼生理的反応∞
メタ認知＼観察・修正活動＼そ
れに活用＼される知識∞判断
∞行動選択＼思考プロセス∞ 通常 2006-045394
行動理論＼心得モデル＼因果
理論＼観∞性格・素養＼（内的
資源）＼欲求知識＼性格技術
＼資質記憶＼ＤＮＡ感情∞価値
41

【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホ 【中間記録情報】
テルの事業の管理
［審査］
【41】業務遂行のための社員等の教育及び訓練，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授 2006.05.18 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.04 意見書
2006.12.19 拒絶査定

人の行動選択モデル

通常:
2006-045393
標準

ＰＩＲＡＴＥＳ ＯＦ ＴＨＥ ＣＡＲＩＢ 分割:
2006-052280
ＢＥＡＮ
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。

【41】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 【中間記録情報】
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 ［審査］
化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），映写フィルム 2006.06.06 願書
2006.06.21 認定･付加情報
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
2006.07.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
貸与
項16号)
2006.10.03 期間延長請求書
2006.11.02 意見書
2006.11.02 手続補足書
2006.12.05 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶査定
2007.05.14 手続補正書(方式)
2008.03.28 登録料納付
［登録］
2008.03.10 登録査定書
2008.03.28 設定納付書
2008.04.15 登録証
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