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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

1

Ｔｈｅ翻訳サーバー

通常:
2003-115425
標準

41

2

ＫＩＭ ＰＯＳＳＩＢＬＥ

通常:
2004-074565
標準

09,16,41,44

3

ＰＯＭＲ

通常:
2004-079887
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 【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］
2003.12.25 願書
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2003.12.26 手続補正書(方式)
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
2004.03.12 認定･付加情報
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
2004.04.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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 第4条1項11号)
2004.06.02 意見書
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ 2004.06.02 認定･付加情報
2004.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
2005.03.28 意見書
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
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 2005.03.29 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消
防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マ
スク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲーム
おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイト
ベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュ
レーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路
及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は 【中間記録情報】
［審査］
開催，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 2004.08.11 願書
演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は 2005.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
上演，音楽の演奏，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・ 項16号)
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 2005.02.14 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
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・ 2005.05.16 期間延長請求書
2005.06.14 手続補正書
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 2005.06.14 意見書
2005.06.14 手続補足書
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
2005.07.13 認定･付加情報
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 2007.01.22 拒絶査定
2007.06.22 手続補正書(方式)
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 2007.06.22 手続補正書
2008.05.08 期間延長請求書
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
2008.06.09 登録料納付
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，テレビ番組及びラジオ番組の制作・配 ［登録］
2008.04.14 登録査定書
給，レコード・録音済み磁気テープ及び録画済み磁気テープの制作，娯楽情報の提供，テ
レビ番組（インタラクティブテレビジョン番組を含む。）及びラジオ番組の制作及び配給，イン 2008.06.09 設定納付書
ターネットを利用した新聞の供覧，ニュースを内容とするテレビ番組の制作及び配給，オン 2008.06.24 登録証
ラインによる画像の提供，オンラインによる映画の提供，オンラインによるビデオ映画の提
【09】電子出版物
【中間記録情報】
【16】印刷物
［審査］
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，心理療法の教授，心理カウンセリングの教授，電子 2004.08.30 願書
出版物の提供
2004.09.03 職権訂正履歴(職権訂正)
【44】医業，心理療法，心理カウンセリング
2004.09.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.05.31 意見書
2005.05.31 上申書
2005.06.29 認定･付加情報
2007.01.25 拒絶査定
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No.

商標（見本）

4

5

6

商標

ＭＡＮＰＯＷＥＲ＼マンパワー

金山

アクアボディメイク

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【35】職業のあっせん

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.12 願書
2005.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 期間延長請求書
2006.04.24 手続補正書
2006.04.24 手続補足書
2006.04.24 意見書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.09.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.18 刊行物等提出書
2006.11.15 伺い書
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.21 刊行物等提出による通知書
2006.11.24 伺い回答書
2006.11.30 刊行物等提出書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.01.09 刊行物等提出による通知書
2007.01.18 拒絶査定
2007.02.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.16 手続補正書(方式)
2007.05.16 手続補正書
2007.05.16 手続補足書
2007.05.16 手続補正書
2008.07.23 登録料納付
［登録］
2008.07.10 登録査定書
2008.07.23 設定納付書
2008.08.07 納付書補充命令書(設定)
2008.08.08 納付書(設定補充)
2008.09.16 登録証
2008.09.18 表示変更登録申請書(住所)

09,41

【09】コンピュータ，ノートブック型コンピュータ，電子出版物（電気通信回線を通じてダウン
ロードにより販売されるものを含む。），コンピュータ周辺機器，コンピュータ用プログラムを
記憶させた記録媒体，データ処理装置用カプラー，ペン型データ入力具（コンピュータ画面
用），読取り装置（データ処理装置），小型電子翻訳機，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・磁気ディスク・その他の記録媒体
【41】オンラインによる書籍の制作，コンピュータを利用して行う書籍の制作，オンラインによ
る図書及び記録の供覧，オンラインによるゲームの提供

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.30 願書
2004.12.07 認定･付加情報
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))
2005.10.25 意見書
2005.10.26 認定･付加情報
2007.01.11 拒絶査定
2007.08.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

41

【41】フィットネスクラブにおけるトレーニングの教授，技芸・スポーツ又は知識の教授，健康 【中間記録情報】
［審査］
増進のためのトレーニング施設の提供，運動施設の提供
2005.03.02 願書
2005.04.08 手続補正指令書(出願)
2005.05.09 手続補正書(方式)
2005.06.06 認定･付加情報
2005.08.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.21 意見書
2005.09.21 認定･付加情報
2005.11.28 意見書
2005.11.28 手続補足書
2005.11.28 認定･付加情報
2005.12.27 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

分割 2004-093258

通常 2004-109085

通常 2005-017679

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,37

7

ＳＴＯＲＥ ｉｎ ＳＴＯＲＥ

通常 2005-024869

35,37

8

ストア イン ストア

通常 2005-024870

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

指定商品・役務

中間記録

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
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
【37】建設工事，建築設備の運転，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，医療用機械器具の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の修理
又は保守，映画機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，火災報知機
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，ガラス器製造機械の修理
又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務
用電気洗濯機の修理又は保守，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，光学機械器具の修理又は保守，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，自動販売機の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，
浄水装置の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の
機械器具の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，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，潜水用機械器具の修理
又は保守，測定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，暖冷房装置
の修理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，電子
応用機械器具の修理又は保守，電動機の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保
守，土木機械器具の修理又は保守，荷役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，乗物用洗浄機の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，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，配電用又は制御用の機械器具
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，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
【37】建設工事，建築設備の運転，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，医療用機械器具の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の修理
又は保守，映画機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，火災報知機
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，ガラス器製造機械の修理
又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務
用電気洗濯機の修理又は保守，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，光学機械器具の修理又は保守，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，自動販売機の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，
浄水装置の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の
機械器具の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，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，潜水用機械器具の修理
又は保守，測定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，暖冷房装置
の修理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，電子
応用機械器具の修理又は保守，電動機の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保
守，土木機械器具の修理又は保守，荷役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，乗物用洗浄機の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，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，配電用又は制御用の機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 願書
2005.03.23 認定･付加情報
2005.08.26 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))
2005.09.30 手続補正書
2005.09.30 代理人受任届
2005.09.30 手続補足書
2005.09.30 手続補足書
2005.09.30 意見書
2005.10.28 認定･付加情報
2005.10.28 認定･付加情報
2005.10.28 認定･付加情報
2007.01.04 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 願書
2005.03.23 認定･付加情報
2005.08.26 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))
2005.09.30 手続補正書
2005.09.30 代理人受任届
2005.09.30 手続補足書
2005.09.30 意見書
2005.10.28 認定･付加情報
2005.10.28 認定･付加情報
2007.01.04 拒絶査定

2008/10/16
5／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,43,44

9

病院ナビ

通常:
2005-027616
標準

41

10

Ｋ９ＧＡＭＥＳ

Ｋ９ゲーム

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.03.29 願書
2005.03.30 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.14 手続補正書
2006.03.14 代理人受任届
2006.03.14 意見書
2006.03.15 手続補足書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.03.15 認定･付加情報
2006.04.13 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定

通常:
2005-030034
標準

41

11

指定商品・役務
【35】広告，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行
及び管理，商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，トレーディン
グスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，事業の管理，企業の人事・労務管
理及び求人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，職業のあっせ
んに関する情報の提供，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約
購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代
行，郵送先リストの作成・提供，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる
事務用機器の操作，文書又は磁気テープのファイリング，建築物における来訪者の受付及
び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与，一般事
務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行，経理事務の代行，企
業に関する情報の提供，インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与，
求人情報の提供，職業の適性に関する助言，職業（職種・職務）適性検査，再就職の希望
者に対する指導及び助言，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及
び情報編集
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，宿泊施設の提供に関
する情報の提供，飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供，動物の宿泊施設の
提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施設の貸与，布
団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗
浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，家具の貸
与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与
【44】美容，理容，美容・理容に関する情報の提供，入浴施設の提供，入浴施設の提供に
関する情報の提供，庭園又は花壇の手入れ，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
【41】ゲーム形式の犬の競技会の企画・運営又は開催，ゲーム形式の犬のしつけ及び訓練

通常:
2005-030036
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 願書
2005.04.18 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.28 手続補正書
2005.10.28 意見書
2007.01.12 拒絶査定

【41】ゲーム形式の犬の競技会の企画・運営又は開催，ゲーム形式の犬のしつけ及び訓練 【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 願書
2005.04.18 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.28 手続補正書
2005.10.28 意見書
2007.01.12 拒絶査定
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2008/10/16
6／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

12

お試しソリューションキット

通常:
2005-033924
標準

41

13

２０Ｑ

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
計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消
防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マ
スク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲーム
おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイト
ベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュ
レーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路
及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
【41】インターネットを通じて行う対話式の質問応答ゲームの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.15 願書
2005.05.09 手続補正書(方式)
2005.05.24 手続補正指令書(出願)
2005.06.07 認定･付加情報
2005.06.23 上申書
2005.06.28 認定･付加情報
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.06 意見書
2006.01.10 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定

通常:
2005-034286
標準

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.18 願書
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 期間延長請求書
2006.06.22 上申書
2006.07.20 上申書
2006.08.22 意見書
2006.08.22 意見書
2006.09.07 手続補正書
2006.09.12 手続補正書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.10.16 認定･付加情報
2007.01.10 拒絶査定

2008/10/16
7／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41,43,44

14

Ｂａｒｒｉｎｇｔｏｎ

通常:
2005-041832
標準

36,41,43,44

15

バーリントン

通常:
2005-041833
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
2005.05.13 願書
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・ 2005.05.18 認定･付加情報
2006.06.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送用番組・広告用のものを除く。），放送 項16号)
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 2006.07.21 意見書
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 2006.07.21 代理人受任届
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 2006.07.24 認定･付加情報
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， 2006.07.24 認定･付加情報
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 2007.01.19 拒絶査定
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 2007.04.19 手続補正書
2007.10.11 出願人名義変更届
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 2007.10.11 手続補足書
2008.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
2008.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.23 出願人名義変更届
【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 2008.01.24 手続補足書
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 2008.01.25 登録料納付
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， 2008.02.19 認定･付加情報
2008.02.20 認定･付加情報
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与，高齢者の養護及び介護，病人
の養護及び介護，障害者の養護及び介護，高齢者及び障害者の養護・介護施設の提供， 2008.03.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
高齢者・病人・身体の不自由な人の介護相談，高齢者・病人・身体の不自由な人の養護・ ［登録］
介護に関する情報の提供
2008.01.09 登録査定書
2008.01.25 設定納付書
【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
2008.03.04 登録証
布，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・マッサージ及
び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医療情報の提供，医業，健康診断，
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2005.05.13 願書
2005.05.18 認定･付加情報
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
2006.06.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・ 2006.07.21 意見書
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
2006.07.21 代理人受任届
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送用番組・広告用のものを除く。），放送 2006.07.25 認定･付加情報
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 2006.07.25 認定･付加情報
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 2007.01.19 拒絶査定
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 2007.04.19 手続補正書
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， 2007.10.11 出願人名義変更届
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 2007.10.11 手続補足書
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 2008.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
2008.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 2008.01.23 出願人名義変更届
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
2008.01.25 登録料納付
影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
2008.02.20 認定･付加情報
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物 ［登録］
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 2008.01.09 登録査定書
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 2008.01.25 設定納付書
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， 2008.03.04 登録証
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与，高齢者の養護及び介護，病人
の養護及び介護，障害者の養護及び介護，高齢者及び障害者の養護・介護施設の提供，
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

16

17

18

商標（見本）

商標

ＢＥＬＬＡＧＩＯ

§Ｂ∞ＢＥＬＬＡＧＩＯ

介護予防エステティシャン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】被服，仮装用衣服，運動用特殊衣服
【35】他人の便宜のために行う各種商品の品揃え・陳列
【41】娯楽の提供
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ，飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.16 願書
2005.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.23 期間延長請求書
2006.02.24 意見書
2006.02.24 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.06.23 意見書
2006.06.23 手続補足書
2006.07.24 認定･付加情報
2007.01.10 拒絶査定
2007.04.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.14 手続補正書(方式)
2007.06.14 手続補正書
2007.06.14 手続補足書
2008.05.07 登録料納付
［登録］
2008.04.28 登録査定書
2008.05.07 設定納付書
2008.06.03 登録証

25,35,41,43

【25】被服，仮装用衣服，運動用特殊衣服
【35】他人の便宜のために行う各種商品の品揃え・陳列
【41】娯楽の提供
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ，飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.16 願書
2005.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.23 期間延長請求書
2006.02.24 意見書
2006.02.24 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.06.23 意見書
2006.06.23 手続補足書
2006.07.24 認定･付加情報
2007.01.10 拒絶査定
2007.06.14 手続補正書(方式)
2007.06.14 手続補足書
2007.06.14 手続補正書
2008.05.23 登録料納付
［登録］
2008.04.28 登録査定書
2008.05.23 設定納付書
2008.06.24 登録証

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.19 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.12 意見書
2005.12.12 手続補足書
2006.01.06 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.13 手続補正書(方式)
2006.01.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.18 認定･付加情報
2006.01.18 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

通常:
2005-042738
標準

通常 2005-042739

通常:
2005-043990
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

25,35,41,43
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

19

20

21

22

商標（見本）

商標

介護予防エステティシャン

介護予防エステティシャン

おとりよせ＠ブックサービス

ＰＯＲＴＡＢＬＥＴＶ＼ポータブル
ティーヴィー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【43】老人の養護

44

【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.05.19 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.12 意見書
2005.12.12 手続補足書
2005.12.16 手続補正指令書(中間書類)
2005.12.21 手続補正書(方式)
2006.01.18 認定･付加情報
2006.01.18 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

35,39

【35】書籍の販売に関する情報の提供，書籍の売買契約の代行・媒介又は取次ぎ，書籍の 【中間記録情報】
注文・受付・発注・配送・代金請求・集金に関する事務処理及びそれらの代行
［審査］
2005.05.19 願書
【39】書籍の宅配，書籍の各種輸送
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2007.01.19 拒絶査定

09,35,38,41,45

【09】ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像・映画，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライ
ドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出
版物，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，
エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，計算尺
【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

通常:
2005-043991
標準

通常:
2005-043992
標準

通常 2005-044039

通常 2005-044114

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

中間記録

43
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.19 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.12 意見書
2005.12.12 手続補足書
2006.01.06 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.13 手続補正書(方式)
2006.01.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.18 認定･付加情報
2006.01.18 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.19 願書
2005.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.26 意見書
2005.12.26 手続補足書
2006.01.30 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

23

24

25

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

保健体育

35

【35】広告，経営の診断または経営に関する助言，アンケート調査，市場調査，商品の販売 【中間記録情報】
［審査］
に関する情報の提供，職業のあっせん，求人情報の提供
2005.05.19 願書
2005.06.08 認定･付加情報
2005.11.25 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))
2006.01.13 手続補正書
2006.01.13 手続補足書
2006.01.13 意見書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.02.15 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定

10,25,28,29,30,41

【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
【中間記録情報】
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓 ［審査］
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用 2005.05.23 願書
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 項16号)
殊衣服，運動用特殊靴
2006.01.13 手続補正書
【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 2006.01.13 意見書
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ， 2007.01.09 拒絶査定
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
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょ
うゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のた
れ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，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
【41】当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，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

通常 2005-044227

通常:
2005-044977
標準

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

中間記録

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2005.05.19 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介
2005.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.20 上申書
2006.01.12 意見書
2007.01.16 拒絶査定

ケータイインテリジェントマンショ 通常:
2005-044116
ン
標準

ｅ－株主リサーチ

指定商品・役務

36
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41,42

26

売れる仕組み

通常:
2005-046053
標準

09,16,45

27

ハザードデータセット＼Ｈａｚａｒｄ
通常 2005-046238
Ｄａｔａｓｅｔ

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

指定商品・役務
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく
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，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープの
ファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操
作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及
びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸
与
【09】電気通信機械器具，通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な電子計算機用プ
ログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体，その他の電子計
算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体，未記録
の磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体，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，通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な音楽，
通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像，通信ネットワークを通じてダウンロー
ドが可能な電子出版物その他の電子出版物，新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・
文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク，その他の録画済みビデ
オディスク及びビデオテープ，レコード，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，業務用テレビゲーム機，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶さ
せた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及
びＣＤ－ＲＯＭ
【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，地図，衛星画像を内容とする印刷物，その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【45】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ファッ
ションに関する情報の提供その他のファッションに関する情報の提供，インターネット上の
ウェブサイトから提供される新聞・雑誌記事に関する情報の提供，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新聞・雑誌・書籍に掲載された記
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.10 意見書
2006.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.19 意見書
2007.01.05 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42,45

28

ケータイお探しサービス

通常 2005-049277

38

29

キッズモード

指定商品・役務
【09】携帯用通信機械器具，携帯電話用ストラップ，カーナビゲーション装置及びその部
品，その他の電気通信機械器具，電子計算機端末装置，電子計算機端末による通信を通
じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム，移動体電話による通
信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，携帯情報端末，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・
電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷
物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，
携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真
機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を
記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版物，
ダウンロード可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声，ダウンロード可能な家庭用テ
レビゲームおもちゃ用プログラム，カメラその他の写真機械器具
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，移動体電話・電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供，無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話・
電子計算機端末による無線ＬＡＮへの接続の提供，電子メールその他の電子計算機端末
による通信，電子掲示板通信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・
音声・画像・データの伝送交換，その他の電気通信（放送を除く。），電話機・ファクシミリそ
の他の通信機器の貸与，インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送
る放送，インターネットによる音声その他の音響を送る放送
【41】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供，電子
計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供，その他の電子出版
物の提供，電子計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催，図書及び記録
の供覧に関する情報の提供，電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・
音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供，娯楽
情報の提供
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，移動体電話・電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供，無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話・
電子計算機端末による無線ＬＡＮへの接続の提供，電子メールその他の電子計算機端末
による通信，電子掲示板通信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・
音声・画像・データの伝送交換，その他の電気通信（放送を除く。），電話機・ファクシミリそ
の他の通信機器の貸与，インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送
る放送，インターネットによる音声その他の音響を送る放送

通常 2005-049279

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.02 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.20 意見書
2006.01.20 手続補足書
2006.02.17 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.02 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 意見書
2006.01.23 手続補足書
2006.02.20 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.03.29 手続補正書
2007.03.30 手続補足書
2007.12.14 登録料納付
［登録］
2007.12.11 登録査定書
2007.12.14 設定納付書
2008.01.08 登録証
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42,45

30

ケータイあんしんパック

通常 2005-049286

35,37

31

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ

通常 2005-049979

35,37

32

ＧＥＲＭＡＮＹ ＨＯＵＳＥ

通常 2005-049980

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

指定商品・役務

中間記録

【09】携帯用通信機械器具，携帯電話用ストラップ，カーナビゲーション装置及びその部
品，その他の電気通信機械器具，電子計算機端末装置，電子計算機端末による通信を通
じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム，移動体電話による通
信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，携帯情報端末，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・
電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷
物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，
携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真
機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を
記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版物，
ダウンロード可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声，ダウンロード可能な家庭用テ
レビゲームおもちゃ用プログラム，カメラその他の写真機械器具
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，移動体電話・電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供，無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話・
電子計算機端末による無線ＬＡＮへの接続の提供，電子メールその他の電子計算機端末
による通信，電子掲示板通信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・
音声・画像・データの伝送交換，その他の電気通信（放送を除く。），電話機・ファクシミリそ
の他の通信機器の貸与，インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送
る放送，インターネットによる音声その他の音響を送る放送
【41】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供，電子
計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供，その他の電子出版
物の提供，電子計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催，図書及び記録
の供覧に関する情報の提供，電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・
音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供，娯楽
情報の提供
【35】広告，雑誌による広告の代理，新聞による広告の代理，テレビジョンによる広告の代
理，ラジオによる広告の代理，車両の内外における広告の代理，屋外広告物による広告，
アドバルーンによる広告，看板による広告，はり紙による広告，街頭及び店頭における広
告物の配布，商品の実演による広告，郵便による広告物の配布，広告文の作成，ショーウ
インドーの装飾，トレーディングスタンプの発行，経営の診断及び指導，市場調査，商品の
販売に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼構造
物工事，左官工事，大工工事，タイル、れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工事，
塗装工事，とび、土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，屋根
工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工事，
建築設備の運転，エレベーターの修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，火災報
知器の修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，外壁の清掃，し
尿処理槽の清掃，貯蔵槽類の清掃，道路の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，浴
【35】広告，雑誌による広告の代理，新聞による広告の代理，テレビジョンによる広告の代
理，ラジオによる広告の代理，車両の内外における広告の代理，屋外広告物による広告，
アドバルーンによる広告，看板による広告，はり紙による広告，街頭及び店頭における広
告物の配布，商品の実演による広告，郵便による広告物の配布，広告文の作成，ショーウ
インドーの装飾，トレーディングスタンプの発行，経営の診断及び指導，市場調査，商品の
販売に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼構造
物工事，左官工事，大工工事，タイル、れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工事，
塗装工事，とび、土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，屋根
工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工事，
建築設備の運転，エレベーターの修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，火災報
知器の修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，外壁の清掃，し
尿処理槽の清掃，貯蔵槽類の清掃，道路の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，浴

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.02 願書
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.26 意見書
2006.08.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.09 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.23 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.06.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.26 手続補正書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.22 手続補正指示書(審査官)
2007.01.05 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.23 願書
2005.06.15 認定･付加情報
2006.06.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.26 手続補正書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.22 手続補正指示書(審査官)
2007.01.05 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35

33

Ｓｋｉｌｌ／ｍａｐ＼スキルマップ

通常 2005-050016

35

34

添加剤ドットコム

通常:
2005-051616
標準

44

35

食事リハビリインストラクター

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.03 願書
2005.06.06 認定･付加情報
2005.08.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.02 刊行物等提出書
2005.12.12 意見書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.01.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.01.11 刊行物等提出による通知書
2006.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.20 上申書
2006.05.22 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.03.09 手続補正書
2007.03.15 手続補正書
2007.03.15 出願人名義変更届
2007.03.16 物件提出書
2007.03.16 手続補足書
【35】広告，事業の管理及び事業の運営，事業の管理及び事業の運営に関する情報提供， 【中間記録情報】
［審査］
事務処理の代行，事務処理に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供
2005.06.09 願書
2005.06.09 手続補足書
2005.06.21 代理権変更届
2005.06.21 手続補足書
2005.07.20 認定･付加情報
2005.07.20 認定･付加情報
2005.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.28 意見書
2006.09.05 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.09.21 手続補正書
2006.09.21 意見書
2007.01.10 拒絶査定
2007.02.07 手続補足書
2007.03.30 手続補正書
2008.01.16 登録料納付
［登録］
2008.01.15 登録査定書
2008.01.16 設定納付書
2008.02.12 登録証
【44】栄養と食生活に関す指導及び助言

通常 2005-058311

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

中間記録

【09】電気通信機械器具，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，メトロノーム，電子楽器用
自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィル
ム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，
【16】紙類，文房具類，書籍などの印刷物，書画，写真，写真立て
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，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，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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.14 願書
2005.07.15 手続補正指令書(出願)
2005.07.22 手続補正書(方式)
2005.08.26 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.03 手続補正書
2006.07.03 意見書
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
15／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37

36

あんしんメンテパック

通常:
2005-058491
標準

37

37

あんしんサポート２４

通常:
2005-058492
標準

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

指定商品・役務

中間記録

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.28 願書
2005.06.28 認定･付加情報
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.02.10 意見書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.06.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.30 拒絶査定
2007.05.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.06.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.28 願書
2005.06.28 認定･付加情報
2006.01.17 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
2006.02.10 認定･付加情報
2006.02.14 認定･付加情報
2006.06.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.30 拒絶査定

2008/10/16
16／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

38

39

商標（見本）

商標

Ｉ．Ｖ．

ロジックパズル

種別 出願番号

区分

ＣＰ Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ＼ＣＰコスメ
ティクス

09,41

【09】自動販売機，救命用具，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光 【中間記録情報】
学機械器具，測定機械器具，電池，電気アイロン，電気通信機械器具，電子応用機械器具 ［審査］
及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用の 2005.07.06 願書
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，ウェットスーツ，浮袋， 2005.07.06 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
水泳用浮き板，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子
回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済 号)
みビデオディスク及びビデオテープ
2006.03.06 手続補正書
【41】インターネットまたはコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用したゲームの提 2006.03.06 意見書
2006.03.06 認定･付加情報
供及びこれに関する情報の提供
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
2006.05.02 手続補正書
2007.01.16 拒絶査定
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2005.08.08 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.09.16 手続補正指令書(出願)
毛
2005.10.12 手続補正書(方式)
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あんま・マッサージ及び指圧，美容院又は理髪店用の 2005.11.10 認定･付加情報
2005.11.22 刊行物等提出書
機械器具の貸与
2005.12.26 認定･付加情報
2006.01.06 刊行物等提出による通知書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.12 意見書
2006.04.12 手続補足書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.26 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.05 拒絶査定
2007.02.05 手続補正書
2007.04.09 手続補正書(方式)
2007.04.09 手続補足書
2008.03.26 登録料納付
2008.09.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.26 登録査定書
2008.03.26 設定納付書
2008.05.13 登録証

通常 2005-061335

通常:
2005-062060
標準

通常 2005-073643

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

中間記録

【43】飲食物の提供

03,44

40

指定商品・役務

43
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.05 願書
2005.07.05 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.02.22 意見書
2006.02.24 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.06.23 出願人名義変更届
2006.06.27 手続補正書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
17／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

41

Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｐｕｔａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉ 通常:
2005-076787
ｃｅ
標準

35,41,42

42

意匠ナビ

通常:
2005-079871
標準

35

43

商標ナビ

通常:
2005-079872
標準

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

指定商品・役務
【09】電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクに記録した電子出版
物，その他の電子出版物，電気通信機械器具，コンピュータ用プログラムを記憶させた電
子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の記録媒体，コン
ピュータプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，耳栓，加工ガラス（建築
用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検
卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計
算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシ
ステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売
機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火
栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警
報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機
械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗
物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写
真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器
具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電
気式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用
シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼
鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運
動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，計算尺，レコード，メトロ
ノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィ
ルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ
【42】コンピュータウイルスの種類・特徴・傾向・侵入又は感染事例・駆除方法・防御策・対
【35】電子媒体およびインターネットによる広告，その他の広告，インターネットその他の通
信ネットワーク上における広告スペースの提供，経営の診断又は経営に関する助言，企業
のブランド戦略に関するコンサルティング，市場調査，職業のあっせん，求人情報の提供，
書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，
【41】知的財産等に関する知識の教授，知的財産等に関するセミナーの企画・運営又は開
催，電子出版物の提供，書籍の制作，通訳・翻訳，図書の貸与，
【42】知的財産に関する情報の提供，知的財産に関する調査および資料の蒐集，特許事務
所・法律事務所の紹介，知的財産権に関する契約の代理又は媒介，知的財産権に関する
助言，

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.17 願書
2005.08.17 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.12 意見書
2006.04.12 手続補足書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.05.17 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.18 意見書
2006.04.19 手続補足書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
2007.02.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【35】電子媒体およびインターネットによる広告，その他の広告，インターネットその他の通 【中間記録情報】
信ネットワーク上における広告スペースの提供，経営の診断又は経営に関する助言，企業 ［審査］
のブランド戦略に関するコンサルティング，市場調査，職業のあっせん，求人情報の提供， 2005.08.26 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，特許事務所・法律事務所の紹介
条1項11号を除く))
2006.04.18 意見書
2006.04.19 手続補足書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
2007.02.13 手続補正書
2007.04.16 手続補正書(方式)
2007.04.16 手続補足書
2007.10.23 登録料納付
［登録］
2007.10.15 登録査定書
2007.10.23 設定納付書
2007.11.13 登録証
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

44

45

46

47

商標（見本）

商標

知財ナビ

特許ナビ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

35,41,42

区分

【35】電子媒体およびインターネットによる広告，その他の広告，インターネットその他の通
信ネットワーク上における広告スペースの提供，経営の診断又は経営に関する助言，企業
のブランド戦略に関するコンサルティング，市場調査，職業のあっせん，求人情報の提供，
書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，
【41】知的財産等に関する知識の教授，知的財産等に関するセミナーの企画・運営又は開
催，電子出版物の提供，書籍の制作，通訳・翻訳，図書の貸与，
【42】知的財産に関する情報の提供，知的財産に関する調査および資料の蒐集，特許事務
所・法律事務所の紹介，知的財産権に関する契約の代理又は媒介，知的財産権に関する
助言，

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.18 意見書
2006.04.19 手続補足書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

35,41,42

【35】電子媒体およびインターネットによる広告，その他の広告，インターネットその他の通
信ネットワーク上における広告スペースの提供，経営の診断又は経営に関する助言，企業
のブランド戦略に関するコンサルティング，市場調査，職業のあっせん，求人情報の提供，
書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，特許事務所・法律事務所に関する名
称・所在地及び業務内容等の事業に関する情報の提供
【41】知的財産等に関する知識の教授，知的財産等に関するセミナーの企画・運営又は開
催，電子出版物の提供，書籍の制作，通訳・翻訳，図書の貸与
【42】知的財産に関する情報の提供，知的財産に関する調査および資料の蒐集，知的財産
権に関する契約の代理又は媒介，知的財産権に関する助言

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.18 意見書
2006.04.19 手続補足書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.06.09 手続補正指示書(審査官)
2006.07.18 手続補正書
2006.07.18 意見書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.07.19 認定･付加情報
2006.07.21 手続補足書
2006.08.18 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

35

【35】電子媒体およびインターネットによる広告，その他の広告，インターネットその他の通 【中間記録情報】
信ネットワーク上における広告スペースの提供，経営の診断又は経営に関する助言，企業 ［審査］
のブランド戦略に関するコンサルティング，市場調査，職業のあっせん，求人情報の提供， 2005.08.26 願書
書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，特許事務所・法律事務所の紹介
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.27 意見書
2006.06.28 手続補足書
2006.06.28 認定･付加情報
2006.07.27 認定･付加情報
2006.12.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.12 拒絶査定
2007.02.13 手続補正書
2007.04.16 手続補正書(方式)
2007.04.16 手続補足書
2007.07.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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

42

【42】コンピュータネットワーク又はインターネットの検索エンジンの提供，検索エンジンの提 【中間記録情報】
［審査］
供に関する情報の提供
2005.08.26 願書
2006.01.31 手続補正書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.23 手続補正書
2006.03.27 意見書
2007.01.16 拒絶査定

通常:
2005-079873
標準

通常:
2005-079874
標準

パテントビューロ＼Ｐａｔｅｎｔ Ｂｕ
通常 2005-079875
ｒｅａｕ

一芸特出学校検索

通常 2005-080151

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

48

49

50

51

商標（見本）

商標

ＩＰ ファーム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【42】工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事件その他に関する 【中間記録情報】
［審査］
法律事務，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介
2005.08.31 願書
2005.09.01 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.03 意見書
2006.07.12 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

26,44

【26】かつら
【44】理容，美容

41

【41】ハーブに関する知識の教授，ハーブに関する資格検定試験の実施，ハーブに関する 【中間記録情報】
資格の認定，ハーブに関する講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催
［審査］
2005.08.26 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.12 手続補正書
2006.04.12 意見書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2006.12.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.12 拒絶査定

41

【41】テレビ番組の制作に関する情報の提供，テレビジョンの放送番組の制作に関する情 【中間記録情報】
報の提供，テレビジョンシリーズ番組の制作における演出，テレビジョン放送番組の台本の ［審査］
2005.09.15 願書
制作，テレビジョン放送番組用脚本の制作に関する助言，テレビ番組の制作に関する指
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
導・助言，テレビ番組の制作に関する知識の教授，テレビジョン放送番組の台本の制作に
項16号)
関する知識の教授，電子出版物の提供，音響用又は映像用のスタジオの提供
2006.04.05 意見書
2007.01.05 拒絶査定

通常:
2005-081362
標準

ＨＯＬＬＹＷＯＯＤ ＨＡＩＲ＼ハリ
通常 2005-082168
ウッドヘアー

ハーブソムリエ

テレビ構成スクール

通常:
2005-084519
標準

通常 2005-086777

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

中間記録

42
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
2006.02.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.17 意見書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.10.12 出願人名義変更届
2006.12.11 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
43

52

宅配バーベキュー

通常:
2005-088720
標準

35,42
53

54

55

サービス マニュファクチャリン 通常:
2005-093847
グ
標準

Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ

ＣＨＩＰＷＡＲＥ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

35,42

【35】製造業における成功報酬型事業モデル構築に関する診断・指導・市場調査及び情報 【中間記録情報】
提供
［審査］
2005.09.21 願書
【42】製造業における成功報酬型事業モデルの研究及び設計
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.02 意見書
2007.01.12 拒絶査定

09,42

【09】コンピュータチップ，電子チップ，集積回路，コンピュータソフトウェア，コンピュータハー
ドウェア，コンピュータファームウェア，電子ハードウェア，電子応用機械器具及びその部
品，電気通信機械器具
【42】コンピュータチップ・電子チップ・集積回路の設計及びその助言，知的財産権のライセ
ンス及びその助言，コンピュータソフトウェアのライセンス及びその助言

通常:
2005-093848
標準

通常:
2005-093990
標準

指定商品・役務

【43】バーベキューコンロの貸与，バーベキューに用いる業務用加熱調理機械器具の貸
【中間記録情報】
与，バーベキュー用加熱器の貸与，バーベキュー用調理台の貸与，バーベキュー用流し台 ［審査］
2005.09.22 願書
の貸与
2005.09.26 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.19 手続補正書
2006.03.19 意見書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.03.20 認定･付加情報
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.29 手続補正書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.05.29 認定･付加情報
2006.05.29 意見書
2007.01.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.15 拒絶査定
2007.02.07 手続補正書
2007.11.27 手続補正書
2007.12.25 意見書
2008.06.02 登録料納付
［登録］
2008.05.23 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.06.17 登録証
【35】製造業における成功報酬型事業モデル構築に関する診断・指導・市場調査及び情報 【中間記録情報】
提供
［審査］
2005.09.21 願書
【42】製造業における成功報酬型事業モデルの研究及び設計
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.02 意見書
2007.01.12 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.06.23 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))
2007.01.05 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

56

57

58

商標（見本）

商標

加圧トレーニング

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09,10,25,28,41,44

区分

【09】四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングを内容と
する録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＤＶＤ・その他の記録媒体
【10】医療用の圧力を加えるベルト，チューブに入れた空気の空気圧により締付け力が可
変にされた医療用ベルトと、その医療用ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御す
る装置とを有する医療用空圧式筋肉増強トレーニング装置及びその部品・付属品
【25】四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニング用衣服，
圧力を加えるベルトを用いたトレーニング用衣服・タイツ
【28】トレーニング用の圧力を加えるベルト，チューブに入れた空気の空気圧により締付け
力が可変にされたトレーニング用ベルトと、そのトレーニング用ベルトのチューブに入れる
空気の空気圧を制御する装置とを有する空圧式筋肉増強トレーニング装置（医療用のもの
を除く。）及びその部品・付属品
【41】四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの教授，
四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの指導者・イン
ストラクターの養成教育，四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るト
レーニングの指導者・インストラクター資格の認定，四肢の基端付近に圧力を加えることに
よって、筋肉増強を図るトレーニングに関する講習会・セミナーの企画・運営又は開催，四
肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングのための運動施
設の提供，トレーニング用の圧力を加えるベルトの貸与，チューブに入れた空気の空気圧
により締付け力が可変にされたトレーニング用ベルトと、そのトレーニング用ベルトの
チューブに入れる空気の空気圧を制御する装置とを有する空圧式筋肉増強トレーニング装
置（医療用のものを除く。）及びその部品・付属品の貸与
【44】運動療法・その他の理学療法，医療情報の提供，医療用の圧力を加えるベルトの貸
与，チューブに入れた空気の空気圧により締付け力が可変にされた医療用ベルトと、その
医療用ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する装置とを有する医療用空圧式
筋肉増強トレーニング装置及びその部品・付属品の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 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))
2006.10.02 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.01 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.12 手続補正書(方式)
2007.04.12 手続補正書
2007.04.12 手続補足書
2007.05.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.04 刊行物等提出書
2007.06.13 刊行物等提出書
2007.07.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.31 手続補正書
2007.12.04 登録料納付
2008.02.13 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.08.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.04 登録査定書
2007.12.04 設定納付書
2008.01.08 登録証

42

【42】コンピュータソフトウエアの設計・作成及びこれらに関する情報の提供，・指導・助言， 【中間記録情報】
コンピュータハードウエアの設計及びこれらに関する情報の提供，・指導・助言，電子回路・ ［審査］
2005.09.21 願書
半導体回路・集積回路・大規模集積回路の設計及びこれらに関する情報の提供，・指導・
2005.11.11 手続補正指令書(出願)
助言，映像機器・音声機器の設計及びこれらに関する情報の提供，・指導・助言
2005.11.15 手続補正書(方式)
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))
2006.10.27 手続補正書
2006.10.27 意見書
2007.01.05 拒絶査定

43

【43】焼肉料理を主とする飲食物の提供

通常:
2005-096978
標準

Ｌｅａｄｉｎｇｓｙｓｔｅｍ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉ
ｅｓ＼リーディングシステム テク 通常 2005-097502
ノロジー

大阪焼肉桃太郎

通常 2005-097929

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.31 手続補正書
2006.05.31 意見書
2006.12.14 伺い書
2006.12.22 伺い回答書
2007.01.05 拒絶査定

2008/10/16
22／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

59

マルチサービスプラットフォーム

通常:
2005-098577
標準

09,42

60

マルチサービスゲートウェイ

通常:
2005-098578
標準

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.05 拒絶査定
2007.02.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

61

マルチサービスリーダライタ

63

64

通訳技能検定試験

Ｒ不動産

実機レス検証

36

【36】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，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒
介，建物又は土地の情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.01 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.05 意見書
2006.06.05 手続補足書
2006.07.10 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定

09,42

【09】電子計算機用プログラム，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機 【中間記録情報】
械器具，回転変流機，調相機，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応用機械器具 ［審査］
及びその部品，電子出版物
2005.10.24 願書
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用 2005.10.24 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
プログラムの提供，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，電子計算機・自動車そ 項16号)
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 2007.01.09 拒絶査定
必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の
試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研
究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関
する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，計測器の貸与，理化学機械

通常:
2005-098579
標準

通常 2005-098843

通常 2005-099103

通常 2005-099468

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

41

62

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
【41】通訳に関する検定試験の実施，通訳に関する資格の認定及び資格の付与，通訳に
関する検定試験に関する情報の提供，通訳に関する検定試験の合格のための教育・学習
講座における知識の教授，通訳に関する検定試験の合格のための教育・学習講座におけ
る知識の教授に関する情報の提供，通訳に関する検定試験受験のための学習講習会の
企画・運営又は開催，通訳に関する検定試験受験のための学習講習会の企画・運営又は
開催に関する情報の提供，通訳に関する検定試験に関する電子出版物の提供，通訳に関
する検定試験に関する図書及び記録の供覧，通訳に関する検定試験に関する書籍の制
作，通訳に関する検定試験に関する図書の貸与，通訳に関する検定試験に関するレコー
ド・録音済み磁気テープ・ＣＤ・ＭＤ・その他の記録メディアの貸与，通訳に関する検定試験
に関する録画済み磁気テープ・ＣＤ・ＤＶＤ・その他の記録メディアの貸与

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 手続補足書
2005.10.26 認定･付加情報
2005.10.26 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.21 手続補正書
2006.06.21 意見書
2006.06.22 手続補足書
2006.07.21 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,38,39,41,42

65

位置情報ポータルサイト

通常:
2005-100209
標準

35,42

66

データ金庫

マンスリーマスカラ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.05.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.13 手続補正書
2006.06.13 意見書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.13 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定
2007.02.15 手続補足書
2007.03.19 手続補正書(方式)

【44】エステティック美容，その他の美容

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.07 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.07 手続補正書
2006.06.07 意見書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.07 手続補足書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.14 認定情報通知書
2007.01.12 拒絶査定

通常 2005-102802

44

67

指定商品・役務
【35】雑誌による広告の代理，インターネットによる広告，その他の広告，街頭及び店頭に
おける広告物の配布，広告及び販売促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営
又は開催，トレーディングスタンプの発行，企業化又は新規事業に関する調査・分析・診
断・企画又は指導，経営の診断又は経営に関する助言，経営に関する情報の提供，市場
調査，アンケート調査に関する情報の提供，研究用教材の販売に関する情報の提供及び
仲介，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，インターネットによりデータ
ベースを利用させる事業の管理又は運営，業務提携及び企業買収の斡旋，電話・移動体
電話・ファックス・インターネット・パソコン通信による商品の売買契約の取り次ぎ，販売促進
又は営業促進のための企画又は実行の代理，販売促進又は営業促進のためのポイント蓄
積式カード・割引付特典カードの発行・発行の仲介及び清算，販売促進又は営業促進のた
めのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの加盟店・会員の募集及びその管理，販売
促進又は営業促進のための懸賞・プレゼントの実施に関する情報の提供，職業のあっせ
ん，インターネットによるオークションの運営，その他の競売の運営，輸出入に関する事務
の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気
テープのファイリング，コンピュータによるファイルの管理，コンピュータデータベースへの情
報構築，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建
築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワー
ドプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【38】電気通信（放送を除く。），プロバイダー電子計算機端末による通信ネットワークへの
接続の提供，インターネット通信における通信ネットワークへの加入契約の取次ぎ，放送，
有線テレビジョン放送のチャンネルの貸与，報道をする者に対するニュースの供給，電話
機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【39】インターネット・電子計算機端末・携帯端末による道路交通情報の提供，その他の道
路交通情報の提供，鉄道輸送・車両輸送・船舶輸送・航空輸送に関する情報の提供，倉
庫・駐車場の提供及びこれらに関する情報の提供，駐車場の管理及びこれに関する情報
【35】コンピュータの操作、コンピュータによるファイルの管理、コンピュータデータベースの
入力・構築・編集・出力
【42】インターネットサーバの貸与、コンピュータによるデータの保管、インターネットにおけ
るサーバの記憶領域の貸与

通常 2005-103919

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.09 再送
2006.06.13 再送
2006.09.08 官報公告
2007.01.05 拒絶査定
2007.01.30 再送
2007.04.03 再送
2007.06.08 官報公告

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

68

69

70

商標（見本）

商標

ブライダルデークーポン

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

35

区分

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

36

【36】商品投資受益権の取得及び譲渡，商品投資受益権に関する情報の提供，商品市場
における先物取引の受託，商品市場における先物取引に関する情報の提供

35,42,45

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 意見書
2007.01.16 拒絶査定
2007.10.24 登録料納付
［登録］
2007.10.02 登録査定書
2007.10.24 設定納付書
2007.11.13 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.03 手続補正書
2006.07.03 意見書
2006.10.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 拒絶査定
2007.05.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.07 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)
2007.01.05 拒絶査定

【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広
告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の配布，広告に関する情
報の提供，トレーディングスタンプの発行，インターネットによりデータベースを利用させる
事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行，コンピュータによる顧客
管理，コンピュータによる経営の診断及び指導，情報処理及び情報通信ネットワークの運
営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に
関する助言，企業の人事管理のための適性検査，商品の通信販売に関する情報の提供，
電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供，書籍の販売に関する情報の提
供，情報通信関連機器の販売に関する情報の提供，新商品の販売に関する情報の提供・
その他の商品の販売に関する情報の提供，事業情報の提供，建物又は土地に関する市
場調査，コンピュータによる市場調査，その他の市場調査，市場調査に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん，その他の職業の
あっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営（インターネットオークション
の運営を含む。），競売の運営（インターネットオークションの運営を含む。）に関する情報
の提供，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，通信販売に関する事務の
代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又は代行，一般事務の代理又は代行，電子計
算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気
テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理，建築物における来訪者の受付
及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情
報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集，建
物又は土地に関する事業の企画，魚・花市場における相場に関する情報の提供，電子計
算機端末による企業情報の提供，その他の企業情報の提供，事業の経営及び管理のた
めの製品計画・商品の販売促進の企画に関する情報の提供，インターネットを利用した企
業経営に関する情報の提供，経営の診断及び指導に関する情報の提供，事業の管理又
【30】菓子及びパン，コーヒー及びココア，茶，サンドイッチ・キッシュロレーヌ，食用粉類
【中間記録情報】
【43】茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供，西洋料理を主 ［審査］
とする飲食物の提供
2005.10.26 願書
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2005.12.14 手続補正書
2006.02.17 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.10 認定･付加情報
2006.05.26 手続却下の処分(補正指令)
2006.10.20 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))
2007.01.26 拒絶査定

通常:
2005-103936
標準

プレミアムゴールド＼ＰＲＥＭＩＵ
通常 2005-104051
Ｍ ＧＯＬＤ

ソーシャルショッピング

通常:
2005-104242
標準

30,43

71

香久山＼プリン

通常 2005-105389

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,14,26,30,31,39

72

１１月２２日いい夫婦の日

通常:
2005-108861
標準

35
73

広告事業者コード

通常:
2005-109281
標準
36

74

ファイヤーブロックウォール工法

通常:
2005-109434
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

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2005.11.18 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.12.27 手続補正指令書(出願)
毛
2006.01.26 手続補正書(方式)
2006.02.24 認定･付加情報
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶 条1項11号を除く))
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原 2006.08.07 手続補正書
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具 2006.08.07 意見書
【26】漁網製作用杼，メリヤス機械用編針，針類，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレー 2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.07 認定･付加情報
ス生地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜
2007.01.17 拒絶査定
き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除く。），腕止め，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，頭飾品，ボタン類，造花，つけあ
ごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除
く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
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
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提 【中間記録情報】
［審査］
供，ホテルの事業の管理，広告用具の貸与
2005.11.21 願書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2005.11.21 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2006.05.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 意見書
2006.06.20 手続補足書
2006.07.18 認定･付加情報
2007.01.04 拒絶査定
2007.03.30 手続補正書(方式)
2007.03.30 手続補足書
2007.12.21 登録料納付
［登録］
2007.12.12 登録査定書
2007.12.21 設定納付書
2008.01.15 登録証

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

75

76

商標（見本）

商標

ファイヤーブロックウォール工法

髪質再生ＩＣＵ

種別 出願番号

区分

78

79

電子商品券

ｅ－商品券

カラーメディテーション

03,41,44

【03】シャンプー，パーマネント用液，ヘアーリンス，その他の頭髪用化粧品
【中間記録情報】
【41】美容・理容に関する技芸又は知識の教授，美容・理容に関するセミナーの企画・運営 ［審査］
2005.11.10 願書
又は開催，美容・理容に関する電子出版物の提供，美容・理容に関する図書及び記録の
供覧，美容・理容に関する書籍の制作，美容・理容に関する教育用のビデオ制作（映画・放 2005.12.02 認定･付加情報
送番組・広告用のものを除く。），美容・理容に関する教育研修のための施設の提供
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸 号)
与
2006.08.09 手続補正書
2006.08.09 意見書
2007.01.19 拒絶査定
【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前払式証票の発行に関す 【中間記録情報】
る情報の提供
［審査］
2005.11.25 願書
【36】クレジットカード利用者に代わってする支払代金の決済，電子マネー利用者に代わっ
2005.11.25 手続補足書
てする支払代金の決済，割賦販売利用者に代わってする支払代金の清算，商品券の発
行，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商品券の発行
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【38】電話による通信，移動体電話による通信，電子計算機端末による通信
項16号)
【42】有価証券の運用に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，有価証券 2006.06.21 意見書
2006.06.21 手続補足書
の運用に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言
2006.07.21 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2005-109435
標準

通常:
2005-110060
標準

通常:
2005-110815
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.05.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 意見書
2006.06.20 手続補足書
2006.07.19 認定･付加情報
2007.01.04 拒絶査定
2007.03.30 手続補正書(方式)
2007.03.30 手続補足書
2007.12.21 登録料納付
［登録］
2007.12.12 登録査定書
2007.12.21 設定納付書
2008.01.15 登録証

35,36,38,42

【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前払式証票の発行に関す 【中間記録情報】
る情報の提供
［審査］
2005.11.25 願書
【36】クレジットカード利用者に代わってする支払代金の決済，電子マネー利用者に代わっ
てする支払代金の決済，割賦販売利用者に代わってする支払代金の清算，商品券の発
2005.11.25 手続補足書
行，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商品券の発行
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【38】電話による通信，移動体電話による通信，電子計算機端末による通信
項16号)
【42】有価証券の運用に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，有価証券 2006.06.21 意見書
2006.06.21 手続補足書
の運用に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言
2006.07.21 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

41

【41】カラーセラピーに関する知識の教授，カラーセラピーに関する講演会・セミナー又は研 【中間記録情報】
修会の企画・運営又は開催，カラーセラピーに関する書籍の制作，カラーセラピーに関する ［審査］
教育情報の提供，カラーセラピーに関する教育上の試験の実施
2005.11.25 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 手続補正書
2006.06.16 意見書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.06.23 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2005-110816
標準

通常:
2005-111196
標準

中間記録

【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備

35,36,38,42

77
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

80

81

82

83

84

商標（見本）

商標

￠ｇｒａｎｄｅｓｔｈｅｔｉｃｉｅｎ＼グラン
エステティシャン

健康長寿ネット

福祉住環境スクール

オバセラ

メスを使わない脂肪吸引

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【44】美容

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 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)
2006.06.14 手続補正書
2006.06.14 意見書
2007.01.19 拒絶査定

44

【44】医療情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.10.04 伺い書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 伺い回答書
2007.01.19 拒絶査定

41

【41】福祉住環境コーディネーターに関する知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.03 手続補正書
2006.07.03 意見書
2007.01.05 拒絶査定

03,10,41,44

【03】歯磨き，化粧品，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗
濯用ふのり，せっけん類，香料類，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み
抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ
毛
【10】医療用機械器具
【41】歯科・医科医療に関する知識の教授，電子出版物の提供，図書・記録及び資料の供
覧，出版物の企画・編集・制作，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。），教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番
組・広告用のものを除く。）
【44】歯科口腔外科・矯正歯科・その他の歯科医業，医業，医療情報の提供，健康診断，調
剤，インターネットを利用した医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤に関する情
報の提供，医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤に関する助言及びコンサル
ティング，歯科治療を通じて達成される健康増進についての指導，健康管理に関する助言
及びコンサルティング，歯の漂白，美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び
指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医療用機械器具の貸与，美容院用又
は理髪店用の機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.08 手続補正書
2006.08.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.08 意見書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.05 拒絶査定
2007.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.13 登録料納付
［登録］
2008.02.08 登録査定書
2008.02.13 設定納付書
2008.03.11 登録証

44

【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
【中間記録情報】
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・ ［審査］
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
2005.12.09 願書
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 2005.12.26 手続補正指令書(出願)
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
2006.01.13 手続補正書(方式)
2006.01.16 認定･付加情報
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 意見書
2006.06.27 手続補足書
2006.07.25 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

通常 2005-112737

通常:
2005-115058
標準

通常:
2005-115059
標準

通常 2005-115121

通常:
2005-115835
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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No.

85

86

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

09,12,35,37,39

【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，ウェイトベルト，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
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
【40】非鉄金属類・鉄鋼類・セラミックス・ガラス・合成樹脂・合成ゴム・紙類・合成繊維・木材
の表面へのコーティング加工，ブラスト加工，非鉄金属類・鉄鋼類・セラミックス・ガラス・合
成樹脂・合成ゴム・紙類・合成繊維・木材の表面へのライニング加工

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.22 期間延長請求書
2007.01.09 拒絶査定

道具屋∞ＤＯ－ＧＯＯ－ＹＡＨ＼
通常 2005-117116
職人御用達店

§ＳＷＳ

フロロコート

通常 2005-117601

通常 2005-117633

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【08】手動利器，手動工具，すみつぼ類，皮砥，鋼砥，砥石
【37】木工機械器具の修理又は保守測量機械器具の修理又は保守金属加工機械器具の
修理又は保守製材用木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守

40

87

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.20 手続補正書
2006.07.20 手続補足書
2006.07.20 意見書
2006.08.21 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.05 手続補正書(方式)
2007.04.05 手続補足書
2007.04.05 手続補足書
2007.05.22 手続補正書
2007.10.03 登録料納付
2008.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.18 登録査定書
2007.10.03 設定納付書
2007.10.23 登録証

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

88

Ｍ‐ＳＹＳＴＥＭＳ

通常 2005-118547

41
89

ハイブリッド授業

アンチエイジングカウンセラー

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 期間延長請求書
2006.10.13 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【41】当せん金付証票の発売，技能・スポーツ又は知識の教授，医学・医薬品に関する知
識の教授，医学・医薬品に関する知識の教授に関する情報の提供，献体に関する情報の
提供，献体の手配，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会・勉強会・討論
会の企画・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，オンラインによる電子書籍の供覧，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。），
医薬品に関するビデオの制作（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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.11 手続補正書
2006.07.11 手続補足書
2006.07.11 意見書
2006.07.11 代理人受任届
2006.07.11 手続補足書
2006.07.11 手続補足書
2006.07.13 手続補足書
2006.07.20 認定･付加情報
2006.07.20 認定･付加情報
2006.08.11 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.10 手続補正書(方式)
2007.04.10 手続補足書
2008.06.20 意見書

通常:
2005-119629
標準
41,42,44

90

指定商品・役務
【09】電子計算機，コンピュータメモリハードウェア，電子計算機の機能をデータ記憶装置お
よび個人用ツールデバイスとしての機能に変換可能な電子計算機の部品，半導体記憶装
置，ＵＳＢ装置，ＵＳＢ操作ソフトウェア，ＵＳＢ器具，ＵＳＢフラッシュ器具，データ記憶装置
の機能の利用を容易にし、データを安全にし、データの利用を安全にし、また、他のソフト
ウェアアプリケーションやコンピュータのコントロールおよび実行のためのデータ記憶装置
のための電子計算機およびコンピュータソフトウェア，コンピュータ用記憶装置，電子回路
板および印刷回路板，集積回路チップ，フラッシュメモリーコンポーネントにトラディショナル
ハードディスクを模倣させるコンピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェア，コンピュータ
オペレーティングプログラム，ローカルエリアネットワーク・仮想専用ネットワーク・広域ネッ
トワーク・グローバルコンピュータネットワークに遠方からアクセスおよび通信を生成し、容
易化し、操作するコンピュータおよびコンピュータソフトウェア，専用部材として用いられる専
用装置のためのコンピュータソフトウェア，データと情報の収集・編集・組織・修正・記録・伝
導・記憶および共用のためのコンピュータソフトウェア，確認トークンおよび証明確認ソフト
ウェア，コンピュータデータの記録用のテープ，クライアントサーバソフトウェア，装置管理ソ
フトウェア，装置構成ソフトウェア，装置とコンピュータ間のデータ移送を管理するソフトウェ
ア，コンピュータファームウェア、即ち、コンピュータ操作システムソフトウェア，コンピュータ
電話ソフトウェアおよびＳＩＭカード用ソフトウェア，ＵＳＩＭカード，ＳＩＭカード，外付けＵＳＢイ
ンターフェイスおよび外付けマルチメディアカードインターフェイスを加えたＵＳＩＭカードなら
びにＳＩＭカード，公開および専用ネットワークの確認を安全にするためおよびそれらのネッ
トワークの通信を安全にするための暗号エンジン，コミュニケーションネットワークにアクセ
スするモバイル用ソフトウェアおよびソフトウェアを含む電子暗号スマートカードならびにコ
ンピュータミニカード，暗号置換ソフトウェア，フラッシュメモリーカード，データ記憶装置を安
全にするフラッシュメモリディスク装置，不揮発性および揮発性記憶装置，マルチチップパッ
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

通常:
2005-119869
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41,42,44

91

アンチエイジング検定

通常:
2005-119870
標準

41,42,44

92

アンチエイジングラボ

通常:
2005-119871
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，技能・スポーツ又は知識の教授，医学・医薬品に関する知 【中間記録情報】
識の教授，医学・医薬品に関する知識の教授に関する情報の提供，献体に関する情報の ［審査］
2005.12.21 願書
提供，献体の手配，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会・勉強会・討論
2005.12.21 認定･付加情報
会の企画・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，オンラインによる電子書籍の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞 2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
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 2006.07.11 手続補正書
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。）， 2006.07.11 手続補足書
2006.07.11 意見書
医薬品に関するビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作
2006.07.11 代理人受任届
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・ 2006.07.11 手続補足書
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 2006.07.11 手続補足書
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 2006.07.13 手続補足書
2006.07.20 認定･付加情報
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 2006.07.20 認定･付加情報
2006.08.11 認定･付加情報
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 2007.01.09 拒絶査定
2007.04.10 手続補正書(方式)
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 2007.04.10 手続補足書
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，アンチ 2008.06.20 意見書
エイジングに関する検定及びその実施，アンチエイジングに関する資格の認定・資格の付
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
【41】当せん金付証票の発売，技能・スポーツ又は知識の教授，医学・医薬品に関する知 【中間記録情報】
識の教授，医学・医薬品に関する知識の教授に関する情報の提供，献体に関する情報の ［審査］
2005.12.21 願書
提供，献体の手配，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会・勉強会・討論
2005.12.21 認定･付加情報
会の企画・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，オンラインによる電子書籍の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞 2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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 第4条1項11号)
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 2006.07.11 手続補正書
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。）， 2006.07.11 手続補足書
2006.07.11 意見書
医薬品に関するビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作
2006.07.11 代理人受任届
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・ 2006.07.11 手続補足書
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 2006.07.11 手続補足書
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 2006.07.13 手続補足書
2006.08.01 認定･付加情報
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 2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.11 認定･付加情報
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 2007.01.09 拒絶査定
2007.04.10 手続補正書(方式)
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 2007.04.10 手続補足書
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
2007.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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 2008.02.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.04.10 登録料納付
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 ［登録］
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 2008.03.17 登録査定書
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， 2008.04.10 設定納付書
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 2008.05.13 登録証
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
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41,42,44

93

アンチエイジング認定

通常:
2005-119872
標準

41,42,44

94

アンチエイジングアドバイザー

通常:
2005-119877
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，技能・スポーツ又は知識の教授，医学・医薬品に関する知
識の教授，医学・医薬品に関する知識の教授に関する情報の提供，献体に関する情報の
提供，献体の手配，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会・勉強会・討論
会の企画・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，オンラインによる電子書籍の供覧，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。），
医薬品に関するビデオの制作（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，アンチ
エイジングに関する検定及びその実施，アンチエイジングに関する資格の認定・資格の付
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
【41】当せん金付証票の発売，技能・スポーツ又は知識の教授，医学・医薬品に関する知
識の教授，医学・医薬品に関する知識の教授に関する情報の提供，献体に関する情報の
提供，献体の手配，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会・勉強会・討論
会の企画・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，オンラインによる電子書籍の供覧，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。），
医薬品に関するビデオの制作（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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.11 手続補正書
2006.07.11 意見書
2006.07.11 代理人受任届
2006.07.11 手続補足書
2006.07.11 手続補足書
2006.07.11 手続補足書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.13 手続補足書
2006.08.11 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.10 手続補正書(方式)
2007.04.10 手続補足書
2008.06.10 登録料納付
［登録］
2008.05.19 登録査定書
2008.06.10 設定納付書
2008.07.08 登録証
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.11 手続補正書
2006.07.11 意見書
2006.07.11 代理人受任届
2006.07.11 手続補足書
2006.07.11 手続補足書
2006.07.11 手続補足書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.13 手続補足書
2006.08.11 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.10 手続補正書(方式)
2007.04.10 手続補足書
2008.06.20 意見書

2008/10/16
33／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.18 手続補正書
2006.12.18 認定･付加情報
2006.12.18 認定･付加情報
2006.12.18 意見書
2007.01.17 拒絶査定

41

【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，電気通信機械
器具，電子応用機械器具及びその部品，電気ブザー，火災報知機，盗難警報器，ガス漏
れ警報器，煙検知器，スプリンクラー消火装置，磁心，抵抗線，電極，映写フィルム，スライ
ドフィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【42】建築物の設計，水質検査，照度検査，測量，地質の調査，環境影響評価，環境保全・
省エネルギーのための医薬品の試験又は研究に関する情報の提供，環境保全・省エネル
ギーのための農業・畜産・水産・建築・土木・電気・公害の防止・機械器具に関する試験又
は研究に関する情報の提供，環境設備システムに関するエンジニアリング，環境保全に取
り組むための産業設備・研究所などの建築設備や機器の設計，生産設備の最適運営のた
めの機器の設計に関する助言・提案，機械製造プラントに関するエンジニアリング，計測・
制御システムに関するエンジニアリング，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・説明及び助言，電子計算機のプログラムの設
計・作成若しくは保守又はこれらに関する情報の提供，電子計算機用プログラムの提供，
コンピュータ又は電子部品の設計に関する情報の提供，通信ネットワークの構築のための
コンピュータ・コンピュータソフトウエアの設計及びそれに関する情報の提供，電子計算機
の環境設定に関する助言及びその情報の提供，電子計算機の導入及び利用に関する指
導又は情報の提供，通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びそれらに関する
情報の提供，科学技術情報の提供，機械器具に関する試験又は研究，通信ネットワーク
上で利用可能な情報を閲覧するためのコンピュータプログラムの設計・作成又は貸与，電
子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディス
ク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の貸与，理化学機械器具の貸与，計測器の貸
与，通信ネットワーク上のホームページの作成，通信ネットワーク上のホームページ用コン
【41】技芸、スポーツ又は知識の教授

41

【41】技芸、スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.06.07 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.17 拒絶査定

01,03,06,11,37,41

【01】ポリマーを用いたコーティング剤
【03】ポリマーを用いて撥水効果を有するコーティング剤
【06】ポリマーを用いた建築用又は構築用の金属製専用材料
【11】ポリマーを用いた便所ユニット，ポリマーを用いた浴室ユニット
【37】ポリマーを用いた塗装工事
【41】ポリマーを用いた塗装工事の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.17 意見書
2007.01.12 拒絶査定
2007.03.20 手続補正書
2008.02.26 登録料納付
［登録］
2008.01.11 登録査定書
2008.02.26 設定納付書
2008.03.25 登録証

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 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)
2007.01.12 拒絶査定

09,42

95

96

97

98

99

Ｄａｔａｍａｔｉｏｎ

ＮＰＯコーディネーター

ＮＧＯコーディネーター

ポリマーガード

惣菜バイキング惣菜

通常:
2005-121046
標準

通常:
2005-121305
標準

通常:
2005-121306
標準

通常 2005-121935

通常:
2005-123510
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.06.07 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.17 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

100

101

102

103

商標（見本）

商標

真空コールドスプレー

コールドスプレー

減圧コールドスプレー

ｅ―家まるごと

種別 出願番号

区分

09,40

【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， 【中間記録情報】
電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
［審査］
2005.12.28 願書
【40】金属の加工，セラミックの加工，プラスチックの加工
2006.01.26 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)
2007.01.05 拒絶査定

09,40

【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， 【中間記録情報】
電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
［審査］
2005.12.28 願書
【40】金属の加工，セラミックの加工，プラスチックの加工
2006.01.24 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)
2007.01.05 拒絶査定

07,09,11,37,42

【07】金属加工機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，ミシン，動力機
械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。），陸上の乗物用の動力機械の部
品，風水力機械器具，業務用電気洗濯機，業務用食器洗浄機，業務用電気掃除機，家庭
用食器洗浄機，家庭用電気洗濯機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，機械式駐車装
置，乗物用洗浄機，動力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破
砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動
機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電機ブラシ
【09】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，救命用具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びそ
の部品，オゾン発生器，電解槽，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電子出
版物，録画済みビデオテープ及びビデオディスク，火災報知機，盗難警報器，磁心，抵抗
線，電極，自動販売機，金銭登録機，アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，電動式
扉自動開閉装置，太陽光発電装置
【11】乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，冷凍機
械器具，太陽熱利用温水器，業務用加熱調理機械器具，電球類及び照明用器具，家庭用
電熱用品類，加熱器，家庭用浄水器，洗浄機能付き便座，火鉢類，ボイラー，ガス湯沸か
し器，調理台，流し台，業務用電磁調理器，便所ユニット，浴室ユニット，浴槽類，家庭用汚
水浄化槽，家庭用し尿処理槽，家庭用ごみ焼却炉，便器
【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，荷役機械器具の
修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，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，太陽光発電装置の修理又は保守，ガス湯沸し器の修理又は
保守，加熱器の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，
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，

通常:
2005-123692
標準

通常:
2005-123693
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】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， 【中間記録情報】
電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
［審査］
2005.12.28 願書
【40】金属の加工，セラミックの加工，プラスチックの加工
2006.01.24 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)
2007.01.05 拒絶査定

通常:
2005-123691
標準

通常:
2006-000446
標準

指定商品・役務

09,40
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.09.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.31 意見書
2006.10.31 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.02.07 手続補足書
2007.11.09 登録料納付
2008.02.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.11 登録査定書
2007.11.09 設定納付書
2007.12.11 登録通知書

2008/10/16
35／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
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商標

種別 出願番号

区分
35

104

Ｗｉｔｈ Ｖｉｓｉｏｎ

通常:
2006-000693
標準

42

105

Ｗｉｔｈ Ｖｉｓｉｏｎ

通常:
2006-000700
標準

09,10,25,28,41,44

106

ＫＡＡＴＳＵ ＴＲＡＩＮＩＮＧ

通常:
2006-001369
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断及び指導，不動産に関する市場調
査，その他の市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業の
あっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次
ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる
事務用機器の操作，文書又は磁気テープのファイリング，建築物における来訪者の受付及
び案内，経営情報の提供，人材派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこ
れらに準ずる事務用機器の操作，人材派遣による文書・磁気テープ等のファイリングに係
る分類の作成又はファイリング，人材派遣による新商品の開発・販売計画の作成等に必要
な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理・若しくは
分析，人材派遣による貸借対照表・損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務
の処理又は監査若しくは証明，人材派遣による建築物における来訪者の受付又は案内，
一般事務の代理又は代行，計算経理事務の代理又は代行，年金に関する一般的な事務
の代行，マネキン人形の貸与，タイムレコーダーの貸与，自動スタンプ打機の貸与，会計
機の貸与，キャッシュレジスタの貸与，広告場所の貸与（商業又は広告のための展示施設
の貸与を含む），広告用具の貸与，コピーボードの貸与，事務用什器・備品の貸与，シュ
レッダーの貸与，商品陳列用什器等のディスプレイ什器の貸与，電子式卓上計算機の貸
与，光ディスクファイリングの貸与，ラベルプリンターの貸与，機械式接着テープディスペン
サーの貸与，ファイリングシステム機器の貸与，株式の公開計画立案・指導・株式評価算
定，職業（職種・職務）適性検査，秘書，電子計算機を用いて行なう計算処理のためのデー
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計又は製図，デザインの
考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査
又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に
関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検
査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，工業所有権に関する手続の代理又は鑑
定その他の事務，訴訟事件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続の代
理，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手続の代理，計測器
の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸与，
製図用具の貸与，電子計算機などを用いて行なう情報処理，電子計算機用データに基づく
出力の代行，商品若しくはその包装のデザイン・商品の陳列又は商品若しくは企業等の広
告のために使用することを目的として作成するデザインの考案，建設物内における照明器
具・家具等のデザイン又は配置に関する考案，科学に関する研究又は科学に関する知識
若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の開発，公的年金に関する手続の代
理，コンピュータネットワークによる検索エンジンの提供，インターネットサーバーの記憶領
【09】加圧トレーニングを内容とする録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＤＶＤ・その他
の記録媒体，チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされたトレーニ
ング用加圧ベルトと、そのトレーニング用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を
制御する制御装置とを有する空圧式加圧トレーニング装置及びその部品・付属品
【10】医療用加圧ベルト，チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされ
た医療用加圧ベルトと、その医療用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御す
る制御装置とを有する空圧式加圧トレーニング装置及びその部品・付属品
【25】加圧トレーニング用スポーツウェア，トレーニング用加圧ベルトを用いたトレーニング
用衣服・タイツ
【28】トレーニング用加圧ベルト
【41】加圧トレーニングの教授，加圧トレーニングの指導者・インストラクターの養成教育，
加圧トレーニングの指導者・インストラクター資格の認定，加圧トレーニングに関する講習
会・セミナーの企画・運営又は開催，加圧トレーニングのための運動施設の提供，トレーニ
ング用加圧ベルトの貸与，チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にさ
れたトレーニング用加圧ベルトと、そのトレーニング用加圧ベルトのチューブに入れる空気
の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加圧トレーニング装置及びその部品・付属
品の貸与
【44】運動療法・その他の理学療法，医療情報の提供，医療用加圧ベルトの貸与，チューブ
に入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされた医療用加圧ベルトと、その医療
用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.06.08 刊行物等提出書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.08.04 刊行物等提出による通知書
2006.08.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 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))
2007.01.19 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.06.08 刊行物等提出書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.28 刊行物等提出による通知書
2006.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 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))
2007.01.19 拒絶査定
2007.05.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.25 意見書
2006.09.27 手続補足書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.11.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.09 拒絶査定
2007.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

107

108

109

商標（見本）

商標

入れ歯スーパー＼入歯スー
パー

パイルアンカー

ｏｇｉｈａｒａ

種別 出願番号

区分

ケータイアドレスポータビリティ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.02.21 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.11 意見書
2006.09.13 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

06,37

【06】金属製アンカーボルト
【37】建設工事，建築工事に関する助言，荷役機械器具の修理又は保守，土木機械器具
の修理又は保守，土木機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.25 手続補正書
2006.09.25 認定･付加情報
2006.09.25 意見書
2006.09.25 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定
2007.04.11 手続補正書
2007.04.11 手続補足書
2007.05.14 手続補正書
2008.04.08 登録料納付
［登録］
2008.04.02 登録査定書
2008.04.08 設定納付書
2008.05.13 登録証

12,40

【12】自動車の部品及び付属品
【40】金型の加工，金型の貸与

通常 2006-001653

通常:
2006-001860
標準

通常 2006-001881

通常:
2006-001898
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

【10】義歯及びその部品及び附属品
【40】義歯の加工及びこれらに関する情報の提供

09,38

110

指定商品・役務

10,40

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.07.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.30 手続補正書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.30 意見書
2007.01.05 拒絶査定
【09】インターネット電話通信装置を装着した電話機及びその他の電話機械器具，電話機 【中間記録情報】
械器具の部品及び付属品，インターネット電話通信装置及びアダプタ
［審査］
【38】プロバイダーによる電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供，移動体 2006.01.13 願書
電話による通信ネットワークへの接続の提供，電子メール通信及びそれに関する情報の提 2006.01.25 認定･付加情報
供及び助言，インターネットドメイン名の登録及び管理，電気通信（放送を除く。），電話機・ 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))
ファクシミリその他の通信機器の貸与
2006.09.12 手続補正書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.12 意見書
2007.01.12 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

111

112

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

通常:
2006-002861
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】コンピュータソフトウェア，電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【42】コンピュータサイトのホスティング（ウエブサイト），臨床研究を行うために使用されるコ ［審査］
2006.01.16 願書
ンピュータソフトウェアの貸与，臨床研究のために使用されるコンピュータソフトウェアの提
2006.04.17 優先権証明書提出書
供
2006.06.02 認定･付加情報
2006.06.26 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.09.25 手続補正書
2006.09.25 上申書
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.15 意見書
2007.01.15 手続補足書
2007.01.22 拒絶査定
2007.02.13 認定･付加情報
2007.06.26 手続補正書

09,38,41

【09】業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，家庭
用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライド
フィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，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
【38】通信事業者への通信回線の提供，電気通信（放送を除く。），電子計算機端末による
通信ネットワークへの接続の提供（インターネット・その他の通信ネットワークを利用した通
信を含む。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の
通信機器の貸与，電子計算機端末による通信の加入契約の媒介又は取次ぎ
【41】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，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

ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＦＯＲ Ａ Ｈ 優先:
2006-002252
ＥＡＬＴＨＹ ＷＯＲＬＤ
標準

ブロードバンドカラオケ

指定商品・役務

09,42
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.20 手続補正書
2006.09.20 意見書
2007.01.09 拒絶査定

2008/10/16
38／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41

113

デジタルカラオケ

通常:
2006-002863
標準

09,38,41

114

デジタルｎｅｔカラオケ

通常:
2006-002865
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，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，家庭
用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライド
フィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，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
【38】通信事業者への通信回線の提供，電気通信（放送を除く。），電子計算機端末による
通信ネットワークへの接続の提供（インターネット・その他の通信ネットワークを利用した通
信を含む。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の
通信機器の貸与，電子計算機端末による通信の加入契約の媒介又は取次ぎ
【41】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，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
【09】業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，家庭
用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライド
フィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，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
【38】通信事業者への通信回線の提供，電気通信（放送を除く。），電子計算機端末による
通信ネットワークへの接続の提供（インターネット・その他の通信ネットワークを利用した通
信を含む。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の
通信機器の貸与，電子計算機端末による通信の加入契約の媒介又は取次ぎ
【41】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，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.20 手続補正書
2006.09.20 意見書
2007.01.09 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.20 手続補正書
2006.09.20 意見書
2007.01.09 拒絶査定

2008/10/16
39／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

115

コンテンツ

通常:
2006-002918
標準

09,42

116

117

118

デスクトップペット

再資源化

再生資源回収事業者認定制度

通常:
2006-004243
標準

指定商品・役務

中間記録

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，外国
通貨の両替，両替，金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくは
その定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国
為替取引，信用状に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票（プリペイドカード）の発
行又は販売の代理，古物営業法に係る金券類の売買，株式市況・金融市況・外国為替市
況・金融市場・金利・税金・財務に関する情報の提供，その他の金融情報の提供，財務に
関する助言，確定拠出年金に関する運用管理の受託，確定拠出年金に関する資産管理契
約の引受け，確定拠出年金に関する運用管理の受託についての情報の提供，確定拠出
年金に関する資産管理契約の引受けについての情報の提供，その他の私的年金に関す
る情報の提供，企業の信用に関する調査についての情報の提供，国・地方公共団体・会社
等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱，電話・ファクシミリ・インターネットによる
振込・振替，電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会の代行，電話・ファクシ
ミリ・インターネットによる取引明細の内容照会の代行，自動引き落としの明細に関する情
報の提供，現金支払残高及び預金残高照会の代行，有価証券の売買・有価証券先物取
引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有
価証券の売買・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数
等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代
理，有価証券市場における有価証券の売買取引・国債証券等及び外国国債証券に係る有
価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券
先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は
代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，商
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃプログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログ
ラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを
記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な音楽，録画済みビデオディスク
及びビデオテープその他の録画済み記録媒体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電
気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。）
【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，インターネットホームページの設計・作成又は保守，ホームページ用の
サーバーの記憶領域の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.09.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.27 手続補正書
2006.10.27 意見書
2006.10.27 認定･付加情報
2006.10.27 認定･付加情報
2006.11.01 手続補足書
2006.11.30 認定･付加情報
2007.01.31 拒絶査定

40

【40】再生資源物の収集・分別・処理又はこれらの取次ぎ、再生資源物の収集・分別・処理 【中間記録情報】
［審査］
又はこれらの取次ぎに関する情報の提供・技術指導又は助言
2006.01.11 願書
2006.02.09 上申書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.03.09 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.27 手続補正書
2006.11.17 補正の却下の決定
2007.01.19 拒絶査定

35

【35】優良再生資源回収事業者の認定及び優良再生資源回収事業者に関する情報の提
供。

通常:
2006-004570
標準

通常:
2006-004571
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.22 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.30 上申書
2006.12.01 意見書
2007.01.16 拒絶査定
2008.04.09 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］
2006.01.11 願書
2006.02.09 上申書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.27 手続補正書
2006.07.27 意見書
2006.11.17 補正の却下の決定
2007.01.26 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

119

120

121

122

123

商標（見本）

商標

食検

食の検定

食育検定

リフォームは新築を超えられる

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【41】食品・食生活・食文化・食体験など食に関する教育（検定）事業の貸与・制作及び提 【中間記録情報】
供，食に関する知識の教授，食に関するセミナー及びスクールの企画・運営又は開催，食 ［審査］
に関する書籍やビデオ等教育ツールの制作及び編集，インターネットを利用した食に関す 2006.01.27 願書
2006.03.24 手続補正指令書(出願)
る企画・運営・開催及び情報の提供
2006.04.18 手続補正書(方式)
2006.05.18 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.12 拒絶査定

41

【41】食品・食生活・食文化・食体験など食に関する教育（検定）事業の貸与・制作及び提 【中間記録情報】
供，食に関する知識の教授，食に関するセミナー及びスクールの企画・運営又は開催，食 ［審査］
に関する書籍やビデオ等教育ツールの制作及び編集，インターネットを利用した食に関す 2006.01.27 願書
2006.03.24 手続補正指令書(出願)
る企画・運営・開催及び情報の提供
2006.04.18 手続補正書(方式)
2006.05.18 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.12 拒絶査定

41

【41】食品・食生活・食文化・食体験など食に関する教育（検定）事業の貸与・制作及び提 【中間記録情報】
供，食に関する知識の教授，食に関するセミナー及びスクールの企画・運営又は開催，食 ［審査］
に関する書籍やビデオ等教育ツールの制作及び編集，インターネットを利用した食に関す 2006.01.27 願書
2006.03.24 手続補正指令書(出願)
る企画・運営・開催及び情報の提供
2006.04.18 手続補正書(方式)
2006.05.18 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.12 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］
2006.01.16 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)
2007.01.19 拒絶査定

41

【41】セミナー・シンポジウム・フォーラム・会議・会合・講演会・研修会・研究会・討論会・講
習会の企画・運営又は開催又はこれらに関する情報の提供，教材として用いる書籍の制
作，教材用スライドフィルムの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），教材用ビデオ
の制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），教材としての電子書籍の制作及び貸与，
教育及び研修用教材に関する情報の提供，教本・ビデオを教材とした通信教育，インター
ネットを通じた教材の学習方法に関する助言，検定試験・資格認定試験・模擬試験の企
画・運営又は実施，電気通信回線を通じて行う検定試験・資格認定試験・模擬試験の実
施，インターネットを利用した検定試験・資格認定試験・模擬試験に関する情報の提供，検
定試験受験者へのセミナーの開催，資格検定試験受験のための学習講習会の企画・運営
又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書
及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，電子出版物の提供，映画・
演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の
上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，スポーツの興行の企画・運
営又は開催，当せん金付証票の発売，通訳，翻訳，写真の撮影，音響用又は映像用のス
タジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，運動用具の貸
与，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，おもちゃの貸与，楽器の貸与，カメラの貸
与，光学機械器具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，図書の貸与，ラジオ受信機の貸

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.12 拒絶査定
2007.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-006103

通常 2006-006107

通常 2006-006109

通常:
2006-006951
標準

ロハスカルチャー＼ＬＯＨＡＳ Ｃ
通常 2006-007565
ＵＬＴＵＲＥ

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

中間記録

41
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

124

ＰＥＴＩＴＣｏｎｎｅｃｔｏｒ

通常 2006-008747

09,42

125

ＰＥＴＩＴＣＯＮＮＥＣＴＯＲ

通常 2006-008748

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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，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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
【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，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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 手続補正書
2006.09.15 意見書
2007.01.19 拒絶査定
2008.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 手続補正書
2006.09.15 意見書
2007.01.19 拒絶査定
2008.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/10/16
42／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

126

ＳｐａｃｅＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

通常 2006-008749

09,42

127

ＷｅｂＧａｉｊｉ

通常:
2006-008751
標準

36
128

ゴルフネットマーケット

通常:
2006-008831
標準

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【36】ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理，ゴルフ会員権の売買に関する情報の
提供
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.13 意見書
2007.01.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 意見書
2007.01.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.10 拒絶査定

2008/10/16
43／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,38,41,42

129

モバイルコミュニティ

通常:
2006-008956
標準

37

130

スコティシュハウス

生活改善レシピ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.29 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))
2007.01.26 拒絶査定
2007.09.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【29】野菜又は果実を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工品，食
用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，
レトルトパウチされた肉製品，その他の肉製品，レトルトパウチされた加工水産物，その他
の加工水産物，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，鶏肉を加味した炊き込みごはんの素，混
ぜごはんの素，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】穀物の加工品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品，ア
イスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精油の
ものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，レトルトパウチされたおかゆ及び米飯，その他
の穀物の加工品，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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.08 意見書
2006.11.09 手続補足書
2006.12.07 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.02.08 手続補足書
2007.02.28 手続補正書
2007.07.12 登録料納付
2007.09.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.07.09 登録査定書
2007.07.12 設定納付書
2007.08.07 登録証

通常 2006-009542

29,30,44

131

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，標識用ブイ，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，インターネット
オークションとの通信機能を有する携帯電話，その他の電気通信機械器具，インターネット
オークションとの通信機能を実現する携帯電話用プログラム，インターネットオークション機
能を実現するサーバー用プログラム，その他の電子計算機用プログラム，インターネット
オークション用サーバー，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
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，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・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ及び磁気テープ，新聞・雑誌・書籍・地図・
図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ＲＯＭカートリッジ・光ディスク・磁気
ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ，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，磁石，永久磁石，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーラ
イター，二輪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専用のプログラムを記憶させた電子
【37】建設工事，建築工事，石積工事，インテリア工事，エクステリアの設置工事，庭園緑化
工事

通常:
2006-009670
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］
2006.01.24 願書
2006.08.28 職権訂正履歴(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))
2006.09.22 手続補正書
2006.10.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.10 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2007.01.26 拒絶査定

2008/10/16
44／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41,42

132

取り放題 ヒットＲａｎｋｉｉｎｇ

指定商品・役務
【41】オンラインによる映像・音楽の提供
【42】インターネットウェブサイトの設計・作成又は保守

通常 2006-011519

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

09,16,35,38,40,41,4 【09】電子計算機用プログラム，通信ネットワークを通じてダウンロードする・音楽・映像・電 【中間記録情報】
子出版物，その他の電子出版物，録音済みＣＤ，録画済みＤＶＤ，地図・写真等の画像情 ［審査］
2,43

133

アルゴデジタルステーション

通常:
2006-011722
標準

09,42
134

135

136

137

内部統制ソリューション

ｅ－内部統制

内部統制ナビ

Ｒ

通常:
2006-012240
標準

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 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)
2007.01.19 拒絶査定

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【42】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 ［審査］
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 2006.02.14 願書
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 2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算 項16号)
2007.01.19 拒絶査定
機用プログラムの提供

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
【中間記録情報】
【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 ［審査］
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 2006.02.14 願書
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 2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算 項16号)
2007.01.19 拒絶査定
機用プログラムの提供

35

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

通常:
2006-012242
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。

2006.02.13 願書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.15 手続補正書
2006.08.25 認定･付加情報
2006.08.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.22 手続補正指示書(審査官)
2007.01.19 拒絶査定

09,42
通常:
2006-012241
標準

通常 2006-012369

報・文字情報を記録させた磁気ディスク，未記録の光ディスク，その他の録画済ビデオディ
スク及びビデオテープ，携帯電話用ストラップ，その他の携帯電話用付属品，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，手動計算機，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，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ガソリンステーション
用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，
スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，
鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水
用機械器具，電動式扉自動開閉装置，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，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，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，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，製図
用又は図案用の機械器具，票数計算機，自動販売機，業務用テレビゲーム機，理化学機
械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電気通信機械器
具，電子応用機械器具及びその部品，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
【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
【09】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・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.02.14 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))
2007.01.26 拒絶査定

2008/10/16
45／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.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

03,14,16,21,28,29,3 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
0,33,40,41,43,44,45 洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］

138

エンジェルロード

通常 2006-012462

35

139

リアルアフィリエイト＼ＲｅａｌＡｆｆｉｌｉ
通常 2006-013090
ａｔｅ＼Ｒｅａｌ Ａｆｆｉｌｉａｔｅ

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

のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ
毛
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【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
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
【35】広告，商品の販売に対する情報の提供，通信ネットワーク上で行うオークションの運
営，インターネット及び電子メールを利用した広告の代理，インターネットにおけるホーム
ページ広告用スペースの提供，インターネット上で行う商品の販売促進・役務の提供促進
の企画及び実行の代理，インターネットおよび電子メールを利用した商品の販売に関する
情報の提供，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品販売に関
する情報の提供，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール形式で提供する商
品の販売に関する情報の提供，販売促進のためのクーポン券の発行の代理，販売促進の
ための得点ポイント（電子データとして蓄積・管理されるもの）の発行・発行の仲介及び清
算，車両の内外における広告の代理，屋外広告物による広告，アドバルーンによる広告，
看板による広告，はり紙による広告，街頭及び店頭における広告物の配布，商品の実演に
よる広告，郵便による広告物の配布，トレーディングスタンプの発行，フランチャイズ事業の
管理（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，財務書類
の作成又は監査もしくは証明に関する情報の提供，会計事務の代行，市場調査，求人情
報の提供，職業のあっせん（インターネット・携帯電話によるものを含む。），競売の運営，
輸出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製速記，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，情報システムを利用した商品カタログに
基づく商品の販売に関する情報の提供，インターネットを利用したオークションの企画・運
営又は開催，オークションにかかる物品に関する情報の提供，コンピュータによるオンライ
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2006.02.14 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.02 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.10.13 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))
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
46／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36,37,42

140

強耐震

通常:
2006-013503
標準

41
141

142

143

144

メンターサポートコンサルタント
＼Ｍｅｎｔｏｒ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｃｏｎｓｕｌ 通常 2006-013659
ｔａｎｔ

ソフトコミュニケーション

駅前レンタカーシリーズ

天然温泉＼ひとすじ

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 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)
2007.01.19 拒絶査定

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，家庭用テレビゲームおも
【中間記録情報】
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ ［審査］
ＯＭ，電子出版物
2006.02.17 願書
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用 2006.02.17 認定･付加情報
プログラムの提供，
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 拒絶査定
2007.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

39

【39】自動車の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.07.28 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
2006.09.29 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

44

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 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)
2006.09.09 意見書
2006.09.09 手続補足書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.10.10 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

通常:
2006-013695
標準

通常 2006-014436

通常 2006-015280

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.02.16 願書
2006.09.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定
2007.09.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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2008/10/16
47／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36,37

145

あんじゅう いえ＼安住の家

通常 2006-015981

35

146

株価情報室

通常:
2006-015998
標準

09,42

147

ＳｙｓｔｅｍＭａｎａｇｅｍｅｎｔ＼シス
通常 2006-016329
テムマネジメント

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物の貸与，建物の貸借の代理又は媒
介，建物又は土地の鑑定評価，建物の管理，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，
土地の貸与，土地の貸借の代理又は媒介，土地の管理，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，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，建築工事の斡旋・媒介又は取次ぎ，建築工事に関する助言又は指導，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，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回
路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）その他の電子応用機械器具の修理又は保
【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，経営・経済
に関する各種情報の収集・提供及び予測，企業の事業経営に関する調査・分析・評価及び
その結果についての情報の提供，株取り引きのための各種企業における有価証券報告書
に基づいての将来の利益予測及び財務内容予測，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
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.04 意見書
2006.09.04 手続補足書
2006.09.04 認定･付加情報
2006.10.02 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41,44

148

３点圧

通常:
2006-016426
標準

指定商品・役務

中間記録

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，あん摩・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・ア 【中間記録情報】
ロマテラピーに関する知識の教授
［審査］
2006.02.24 願書
【44】あん摩・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・アロマテラピー
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

35,36,37,38,39,40,4 【35】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 【中間記録情報】
貸与
［審査］
1,42,43,44,45

149

地震リース

通常:
2006-016471
標準

16,25,35,41
150

コーディネートコレクション

通常 2006-016518

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

【36】紙幣・硬貨計算機の貸与，現金支払機・現金自動預け払い機の貸与
【37】土木機械器具の貸与，床洗浄器の貸与，モップの貸与，洗車機の貸与，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，鉱山機
械器具の貸与，暖冷房装置の貸与
【38】電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【39】荷役機械器具の貸与，コンテナの貸与，パレットの貸与，自動車の貸与，船舶の貸
与，車いすの貸与，自転車の貸与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，包装用機械
器具の貸与，金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷凍機械器
具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除く。）の貸与
【40】繊維機械器具の貸与，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械
器具の貸与，金属加工機械器具の貸与，製本機械の貸与，食料加工用又は飲料加工用
の機械器具の貸与，製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与，パルプ製造用・製紙
用又は紙工用の機械器具の貸与，浄水装置の貸与，廃棄物圧縮装置の貸与，廃棄物破
砕装置の貸与，化学機械器具の貸与，ガラス器製造機械の貸与，靴製造機械の貸与，た
ばこ製造機械の貸与，編み機の貸与，ミシンの貸与，印刷用機械器具の貸与
【41】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，カメラの貸与，
光学機械器具の貸与
【42】計測器の貸与，電子計算機の貸与，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸与
【43】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，業務用食器洗浄器の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し
台の貸与，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与
【44】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
【16】印刷物
【25】被服，ベルト，履物
【35】広告，市場調査，商品の販売に関する情報の提供
【41】電子出版物の提供，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又
は運営，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作
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2006.02.24 願書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 意見書
2006.09.25 手続補足書
2006.10.24 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.16 拒絶査定
2008.05.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/10/16
49／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,10,42

151

ユニットパス

通常:
2006-016819
標準

09,42

152

ＰｇＭａｉｎｔｅｎａｎｃｅＴｏｏｌ

通常:
2006-016820
標準

44

153

消えるボディアート

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

通常 2006-017148

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定
2007.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.06 意見書
2006.11.10 手続補正指令書(中間書類)
2007.01.05 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19,37

154

コールインソイル

コールインブロック

36

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.16 拒絶査定

37

【37】地盤改良工事

37

【37】地盤改良工事

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

通常:
2006-018234
標準

通常:
2006-018235
標準

29,31,43
156

あわびもどき

通常:
2006-018262
標準
36

157

158

159

160

健康配当

５年ごと健康配当

３Ｄ

３Ｄ・ＥＸ

通常:
2006-018438
標準

通常:
2006-018439
標準

通常:
2006-018751
標準

通常:
2006-018752
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］
2006.03.02 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

19,37

155

指定商品・役務
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の
専用材料，繊維製の落石防止網，セメント及びその製品，木材，石材
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建設工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の修理又は保
守，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，道路の清掃，土
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の
専用材料，繊維製の落石防止網，セメント及びその製品，木材，石材
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建設工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の修理又は保
守，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，道路の清掃，土
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工野菜及び加工果
実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープ
のもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，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，蚕種，種繭，種卵，うるしの実，未
加工のコルク，やしの葉
【36】生命保険の引受け，生命保険契約の締結の媒介，損害保険の引受け，損害保険契
約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，保険料率の算出
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 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)
2007.01.26 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.16 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,36,42

161

Ａｓｓｅｔ Ａｌｌｏｃａｔｏｒ

通常:
2006-019071
標準

41,44
162

ヒーリングストレッチ

通常:
2006-020549
標準

09,42

163

ＷｅｂＥｄｉｔｉｏｎ

通常:
2006-021493
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【36】資産運用情報の提供，投資信託に関する評価分析情報の提供，信託財産の運用指
図，有価証券に係る投資一任契約に基づく投資判断及び投資，有価証券に関する投資情
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
【41】運動・スポーツ・体操・エクササイズ・フィットネス・ストレッチ法の指導又は教授
【44】エステティック美容，エステティック美容に関する相談・カウンセリング・助言，エステ
ティック美容に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 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)
2006.10.02 意見書
2006.10.24 上申書
2006.10.24 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶査定

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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］
2006.03.10 願書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.03.09 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)
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

164

Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ Ｏｐｔｉｏｎ

通常:
2006-021496
標準

35,36,39,40,42

165

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ＼ビジ
通常 2006-021562
ネスコンシェルジュ

41

166

ホールフードスクール

通常:
2006-021673
標準

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく
は証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予
約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計
算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における
来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの
貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【36】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，企業
の信用に関する調査
【39】道路情報の提供，自動車の運転の代行，主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関
する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，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，駐車場の管理
【40】製本，印刷
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，デザインの考案，電子計算機
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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は
開催，植物の供覧，動物の供覧，動物の調教，電子出版物の提供，図書及び記録の供
覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の
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，歌の上演，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオの
制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・
音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ゴルフの興
行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行の企画・運
営又は開催，その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演劇・演芸・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像
用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教
育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルム
の貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，図書の貸与，レコード
又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジ
フィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，
翻訳，カメラの貸与，演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏の情報の提供，映画
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.05.02 手続補正書(方式)
2006.06.02 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))
2006.10.17 上申書
2006.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.18 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.11 意見書
2007.01.05 拒絶査定
2007.03.12 手続補正書(方式)
2008.01.17 登録料納付
［登録］
2007.12.25 登録査定書
2008.01.17 設定納付書
2008.02.05 登録証
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38

167

リモートロック

通常:
2006-021826
標準

09,38

168

リモート解除

通常:
2006-021827
標準

09,38

169

リモート消去

通常:
2006-021828
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.10 願書
2006.03.13 認定･付加情報
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク
【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.10 願書
2006.03.13 認定･付加情報
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク
【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.10 願書
2006.03.13 認定･付加情報
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38

170

リモートロック ｆｏｒ ＰＣ

通常:
2006-021829
標準

09,38

171

リモートロックサービス

通常:
2006-021830
標準

09,38

172

Ｗ‐Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ＼ダブリュー
通常 2006-022656
ハンディーホン

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

指定商品・役務

中間記録

【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.10 願書
2006.03.13 認定･付加情報
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク
【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.10 願書
2006.03.13 認定･付加情報
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク
【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.14 願書
2006.03.14 認定･付加情報
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク
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※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.15 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.15 意見書
2006.11.15 手続補足書
2006.12.14 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

09,41

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 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)
2007.01.09 拒絶査定
2007.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-023132

通常:
2006-023149
標準

指定商品・役務

06,07,09,10,11,12,2 【06】バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
0,37

具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），陸上の乗物用の動力機械の部品，風水力機械器具，機械式
の接着テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，
電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗
浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のもの
を除く。），芝刈機，電動式カーテン引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動
器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品
を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電機ブラシ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，電磁弁，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
【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，ダウン
ロード可能な楽曲・歌詞及び画像，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路
及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
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，楽曲・歌詞及び画像の
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09,42

175

ウィニーストッパー＼ＷｉｎｎｙＳｔｏ
通常 2006-023436
ｐｐｅｒ

41
176

学ぶ力

通常:
2006-023454
標準

09,42

177

ＳＰＥＥＤＹ－９８

通常 2006-023577

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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，電話
機械器具，有線通信機械器具，搬送機械器具，放送用機械器具，無線通信機械器具，無
線応用機械器具，遠隔測定制御機械器具，音声周波機械器具，映像周波機械器具，電気
通信機械器具の部品及び附属品，電子応用機械器具及びその部品，電子応用機械器
具，電子管，半導体素子，電子回路，電子計算機用プログラム，磁心，抵抗線，電極，消
防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マ
スク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲーム
おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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コンピューター
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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，書籍の制作，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，
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。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.16 拒絶査定
2007.02.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【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］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.26 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.07.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,43

178

食のコンビニ

通常:
2006-023647
標準

44
179

クレンジングサロン

通常:
2006-023673
標準

指定商品・役務

中間記録

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2006.03.16 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
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.22 拒絶査定
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
【中間記録情報】
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・ ［審査］
2006.03.16 願書
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農 2006.03.17 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
項16号)
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与
2007.01.09 拒絶査定

01,29,30,31,32,33,3 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥 【中間記録情報】
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味 ［審査］
9,40

180

§ｆｏｏｄ＆ｆｅｅｄ

通常 2006-023922

36
181

ＳＥＥＩＮＧ ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＩＥＳ
ＷＨＥＲＥ ＯＴＨＥＲＳ ＳＥＥ Ｏ 通常 2006-025275
ＮＬＹ ＲＩＳＫ
11,41

182

ゼロ磁場

料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
2006.03.06 願書
【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 2006.03.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
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
2006.09.27 職権訂正履歴(職権訂正)
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
2006.10.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
【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
2007.01.12 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
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶に
よる輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越し
の代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行
【36】不動産・ローンポートフォリオ・社債・債権・事業・資産に対する投資，その他の投資， 【中間記録情報】
金融・財務分析，金融又は財務に関する助言，金融又は財務に関する情報の提供，有価 ［審査］
2006.03.22 願書
証券の売買の媒介・取次又は代理，証券投資信託受益証券の募集・売出し
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.14 代理人辞任届
2007.01.19 拒絶査定

【11】冷暖房装置，冷凍機械器具，美容院用又は理髪店用の機械器具，電球類及び照明
用器具，家庭用電熱用品類，
【41】気功による治療，気功整体，中国式気功による治療

通常 2006-026565

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.13 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.12 拒絶査定
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No.

183

184

商標（見本）

商標

認定整体師

Ｒｅｆｏｒｍ Ｓｈｏｐ＼リフォーム
ショップ

種別 出願番号

区分

ｅ－ｍａｒｋｅｔｉｎｇ ｃｏｍｐａｎｙ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.04.04 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 意見書
2006.12.27 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

36,37

【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，建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラ
ス工事，鋼構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工
事，鉄筋工事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，
防水工事，屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工
事，熱絶縁工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，壁紙工事，壁面
仕上工事，建築物の内部及び外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，建築物の
修理又は保守，壁紙の清掃又は修理，ふすま・障子又は壁紙の張替え
【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，広告用ウェブサイトの委託による
運営及び保守，広告についてのコンサルティング，広告に関する指導・助言・情報の提供，
広告の企画・立案及び制作，広告文の作成，その他の広告，トレーディングスタンプの発
行，トレーディングスタンプの発行に関する情報の提供，インターネットユーザーのウェブサ
イトへのアクセス動向等のコンピュータネットワークに関する市場調査並びにそれらの調査
結果の分析及びその調査結果に関する情報の提供，サービスの提供について他社との差
別化又は改善等を行うために必要な資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該
調査の分析若しくは評価，マーケティング事業及び経営に関する情報の提供，企業情報の
提供，その他の市場調査，経営の診断又は経営に関する助言，商品の販売に関する情報
の提供，ホテルの事業の管理，経営の診断又は経営に関する助言に関する情報の提供，
市場調査に関する情報の提供，ホテルの事業の管理に関する情報の提供，財務書類の作
成，財務書類の作成に関する情報の提供，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情
報の提供，競売の運営，競売の運営に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又
は代行，輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供，新聞の予約購読の
取次ぎ，新聞の予約購読の取次ぎに関する情報の提供，速記，筆耕，速記に関する情報
の提供，筆耕に関する情報の提供，書類の複製，書類の複製に関する情報の提供，コン
ピュータ・データベースの情報構築及び情報編集，コンピュータ・データベースの情報構築
及び情報編集に関する情報の提供及び助言，インターネットにおける情報の検索の代行，
インターネットにおける情報の検索の代行に関する情報の提供，一般事務の代行及びこれ
に関する情報の提供，文書又は磁気テープのファイリング，文書又は磁気テープのファイリ
ングに関する情報の提供，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務
用機器の操作，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の
操作に関する情報の提供，建築物における来訪者の受付及び案内，建築物における来訪
者の受付及び案内に関する情報の提供，ウェブサイト上の広告スペースの提供又はこれ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 意見書
2006.12.01 手続補正指令書(中間書類)
2006.12.07 手続補正書
2006.12.07 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.03.29 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)
2006.10.17 手続補正書
2006.10.17 意見書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.18 手続補足書
2006.11.15 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶査定

通常 2006-027139

通常 2006-027364

通常:
2006-027630
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】柔道整復

35,41,42

185

指定商品・役務

44
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41,42

186

インターネットマーケティング

通常:
2006-027634
標準

35,41,42

187

ネットマーケティング

通常:
2006-027635
標準

41

188

ＨａｗａｉｉａｎＱｕｉｌｔＣａｆｅ＼ハワイ
アンキルトカフェ

通常 2006-027637

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

指定商品・役務

中間記録

【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，広告用ウェブサイトの委託による
運営及び保守，広告についてのコンサルティング，広告に関する指導・助言・情報の提供，
広告の企画・制作・立案および作成，その他の広告，トレーディングスタンプの発行，トレー
ディングスタンプの発行に関する情報の提供，インターネットユーザーのウェブサイトへの
アクセス動向等のコンピュータネットワークに関する市場調査並びにそれらの調査結果の
分析及びその調査結果に関する情報の提供，サービスの提供について他社との差別化又
は改善等を行うために必要な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
分析若しくは評価，マーケティング事業及び経営に関する情報の提供，企業情報の提供，
その他の市場調査，経営の診断又は経営に関する助言，商品の販売に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，経営の診断又は経営に関する助言に関する情報の提供，市場
調査に関する情報の提供，ホテルの事業の管理に関する情報の提供，財務書類の作成，
財務書類の作成に関する情報の提供，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の
提供，競売の運営，競売の運営に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代
行，輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供，新聞の予約購読の取次
ぎ，新聞の予約購読の取次ぎに関する情報の提供，速記，筆耕，速記に関する情報の提
供，筆耕に関する情報の提供，書類の複製，書類の複製に関する情報の提供，コンピュー
タ・データベースの情報構築及び情報編集，コンピュータ・データベースの情報構築及び情
報編集に関する情報の提供及び助言，インターネットにおける情報の検索の代行，イン
ターネットにおける情報の検索の代行に関する情報の提供，一般事務の代行及びこれに
関する情報の提供，文書又は磁気テープのファイリング，文書又は磁気テープのファイリン
グに関する情報の提供，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務
用機器の操作，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の
操作に関する情報の提供，建築物における来訪者の受付及び案内，建築物における来訪
者の受付及び案内に関する情報の提供，ウェブサイト上の広告スペースの提供又はこれ
【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，広告用ウェブサイトの委託による
運営及び保守，広告についてのコンサルティング，広告に関する指導・助言・情報の提供，
広告の企画・制作・立案および作成，その他の広告，トレーディングスタンプの発行，トレー
ディングスタンプの発行に関する情報の提供，インターネットユーザーのウェブサイトへの
アクセス動向等のコンピュータネットワークに関する市場調査並びにそれらの調査結果の
分析及びその調査結果に関する情報の提供，サービスの提供について他社との差別化又
は改善等を行うために必要な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
分析若しくは評価，マーケティング事業及び経営に関する情報の提供，企業情報の提供，
その他の市場調査，経営の診断又は経営に関する助言，商品の販売に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，経営の診断又は経営に関する助言に関する情報の提供，市場
調査に関する情報の提供，ホテルの事業の管理に関する情報の提供，財務書類の作成，
財務書類の作成に関する情報の提供，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の
提供，競売の運営，競売の運営に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代
行，輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供，新聞の予約購読の取次
ぎ，新聞の予約購読の取次ぎに関する情報の提供，速記，筆耕，速記に関する情報の提
供，筆耕に関する情報の提供，書類の複製，書類の複製に関する情報の提供，コンピュー
タ・データベースの情報構築及び情報編集，コンピュータ・データベースの情報構築及び情
報編集に関する情報の提供及び助言，インターネットにおける情報の検索の代行，イン
ターネットにおける情報の検索の代行に関する情報の提供，一般事務の代行及びこれに
関する情報の提供，文書又は磁気テープのファイリング，文書又は磁気テープのファイリン
グに関する情報の提供，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務
用機器の操作，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の
操作に関する情報の提供，建築物における来訪者の受付及び案内，建築物における来訪
者の受付及び案内に関する情報の提供，ウェブサイト上の広告スペースの提供又はこれ
【41】ハワイアンキルト制作の教授及びこれに関する情報の提供，ハワイアンキルトに関す
るイベント・会議・研究会・研修会・講演会・講習会・シンポジウム・セミナー・討論会・文化教
室の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供，図書及び記録の供覧，美術
品の展示，ハワイアンキルト作品の展示，書籍の制作，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，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，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提
供，写真の撮影，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.09.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.23 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.09.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.23 拒絶査定
2007.02.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.23 拒絶査定
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※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，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］
2006.03.28 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 2006.03.30 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
次ぎ，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，ダイビング旅行者の案内，マリンスポーツ旅行者の案内，シュノー 条1項11号を除く))
2006.10.10 手続補正書
ケリング旅行者の案内
2006.10.10 意見書
2006.10.11 認定･付加情報
2006.10.11 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定
2007.10.31 上申書
2007.11.09 登録料納付
2007.12.26 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］
2007.11.02 登録査定書
2007.11.09 設定納付書
2007.11.27 登録証

39,41,43

【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（宿泊に関するものを除く。）の提供，旅行（宿泊に関する ［審査］
2006.03.29 願書
ものを除く。）に関する相談，鉄道輸送に関する情報の提供，車両輸送に関する情報の提
供，船舶輸送に関する情報の提供，航空機輸送に関する情報の提供，自動車の貸与，鉄 2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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，道路情報の提供， 条1項11号を除く))
駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，船舶の貸与，車いすの貸与，自転 2006.11.29 手続補正書
2006.11.29 手続補足書
車の貸与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，金庫の貸与，ガソリンステーション用
装置（自動車の修理又は整備用のものを除く。）の貸与，自動車の運転の代行，引越の代 2006.11.29 意見書
行，倉庫の提供，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷凍機械器具の貸与 2006.12.26 認定･付加情報
【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，文化又は教育のた 2007.01.26 拒絶査定
めの展示会の企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，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，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は
開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競
走の興行に関するものを除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，
娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座
席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テ
レビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気
テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，お
もちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮
影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物

通常:
2006-027639
標準

通常:
2006-028176
標準

指定商品・役務

39

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

2008/10/16
61／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41,42

191

ＣＰ－Ｅパック

通常 2006-028186

35,41,42

192

ＣＰ－Ｑパック

通常 2006-028187

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

指定商品・役務

中間記録

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査， 【中間記録情報】
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ ［審査］
2006.03.29 願書
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・ 2006.03.29 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
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 条1項11号を除く))
供，自動販売機の貸与，経営に関連した個人情報の保護の実施のための指導，経営に関 2007.01.12 拒絶査定
2007.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
連した個人情報の保護に関する調査・指導・相談又は助言，経営に関連した個人情報の
保護に関する情報の提供，経営に関連した個人情報の保護に関する環境・実態調査
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，セミナーの企画・運営又
は開催，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の
展示，庭園の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運
営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送
番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のもの
を除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組
の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の
企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競
艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，
運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の
提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運
動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又
は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジ
フィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の
貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】気象情報の提供，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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査， 【中間記録情報】
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ ［審査］
2006.03.29 願書
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・ 2006.03.29 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
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 条1項11号を除く))
供，自動販売機の貸与，経営に関連した個人情報の保護の実施のための指導，経営に関 2007.01.12 拒絶査定
2007.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
連した個人情報の保護に関する調査・指導・相談又は助言，経営に関連した個人情報の
保護に関する情報の提供，経営に関連した個人情報の保護に関する環境・実態調査
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，セミナーの企画・運営又
は開催，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の
展示，庭園の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運
営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送
番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のもの
を除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組
の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の
企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競
艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，
運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の
提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運
動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又
は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジ
フィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の
貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】気象情報の提供，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
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【中間記録情報】
01,06,11,19,20,37,4 【01】のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製金具，金 ［審査］
2

193

ゴミナシ＼５３７４

通常 2006-028290

35,38,41
194

195

196

雑貨コンサルタント

食事ケアワーカー

ＳｔＡＰＬｅ

通常:
2006-029313
標準

属製のきゃたつ及びはしご，金属製建具
2006.03.29 願書
【11】便所ユニット，浴室ユニット，床暖房装置，加熱器，調理台，流し台，浴槽類
2006.03.30 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっく
2006.12.20 意見書
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， 2006.12.20 認定･付加情報
建造物組み立てセット（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
2006.12.20 代理人受任届
用ガラス，建具（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材料
2007.01.26 拒絶査定
【20】きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），洗面化粧台，その他の家具
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，火災報知機の修
理又は保守，暖冷房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，家具の修理，錠前の取付け又は修理，加熱器の修理又は保守，浴槽類の修
理又は保守
【42】建築物の設計，測量，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する
【35】広告，市場調査，商品の販売に関する情報の提供
【中間記録情報】
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，電話に ［審査］
よる通信
2006.03.20 願書
【41】生活雑貨に関する技芸・知識の教授，生活雑貨に関するセミナー企画・運営，生活雑 2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
貨店の開業・経営に関する知識の教授，生活雑貨に関するビデオの作成，生活雑貨に関 項16号)
2007.01.19 拒絶査定
する書籍の制作，生活雑貨に関する電子出版物の提供

44

【44】栄養の指導，栄養の指導に関する助言及び情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

25,44

【25】被服，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【44】デザインの考案

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.04.18 手続補正指令書(出願)
2006.04.25 手続補正書(方式)
2006.04.26 認定･付加情報
2006.04.26 認定･付加情報
2006.05.17 手続補正書
2006.06.14 手続補正書
2006.06.14 手続補正書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.06.20 認定･付加情報
2006.07.18 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.30 拒絶査定

通常 2006-029360

通常 2006-030181

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36,37

197

Ｔ・Ｂ・Ｓ

通常 2006-030243

41

198

下野教育

プロフェッショナルＩＴサービス

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.05.01 代理権変更届
2006.05.01 手続補足書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.07 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)
2006.10.05 手続補正書
2006.10.05 意見書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.05 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 願書
2006.04.05 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)
2006.10.06 手続補正書
2006.10.06 意見書
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-030710
標準

09,40,42
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【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
【41】美術品・装飾品・工芸品・民芸品の展示，美術品・装飾品・工芸品・民芸品に関する展
示会・展覧会・競技会の企画・運営又は開催，文化又は教育に関する展示会・展覧会・競
技会の企画・運営又は開催

通常:
2006-030795
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］
2006.04.05 願書
2006.04.28 手続補正指令書(出願)
2006.05.08 手続補正書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.
200

201

202

203

商標（見本）

商標
株式会社エビハラ

データクレンジング

ホノルルマラソン攻略塾

１００ＳＬＯＴ

種別 出願番号

区分

吸玉スライド法

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
【中間記録情報】
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用 ［審査］
2006.04.06 願書
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算機用プロ 2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
グラムの提供
2007.01.31 拒絶査定

41

【41】体育の教授

09,35,41

【09】スロットマシン，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ＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン
場においてコンピュータを利用して景品交換及び景品の在庫管理をするための景品管理
機，電子計算機用プログラム
【35】広告，インターネットによる広告の代理，インターネットにおけるホームページの広告
用スペースの提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市
場調査，商品の販売に関する情報の提供，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算
機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，広告用具の貸与，求
人情報の提供
【41】スロットマシン場の提供，ぱちんこホールの提供，ゲームセンターの提供，その他の娯
楽施設の提供，インターネット・テレビ・電話・ファクシミリを利用したスロットマシン場の提供
【44】美容，あん摩・マッサージ及び指圧，整体の施術，カイロプラクティッツク，きゅう，柔道
整復，はり，美容・あん摩・マッサージ・指圧・整体の施術・カイロプラクティッツク・きゅう・柔
道整復及びはりに関する情報の提供，はり，美容・あん摩・マッサージ・指圧・整体の施術・
カイロプラクティッツク・きゅう・柔道整復及びはりに関する助言・指導又は相談，整体及び
カイロプラクティック施術用器具の貸与，医療情報の提供，栄養の指導

通常:
2006-030982
標準

通常:
2006-031037
標準

通常:
2006-031428
標準

通常:
2006-031499
標準

通常 2006-031640

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

中間記録

【37】建築一式工事，大工工事，建具工事，塗装工事，内装仕上工事

44

204

指定商品・役務

37
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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)
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.05.08 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)
2006.09.22
2006.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.04.07 手続補足書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.04.12 認定･付加情報
2006.04.20 出願人名義変更届
2006.04.21 手続補足書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.06.01 認定･付加情報
2006.09.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.08 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+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.05 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.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

06,07,09,10,11,12,1 【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製貯蔵槽類，金属製包装用容器，金属 【中間記録情報】
［審査］
3,35,36,37,39,40,42 製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。）

205

この星に、たしかな未来を。

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，
繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木工用又は合板用の
機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は製本用の機械器
具，包装用機械器具，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器
具，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。），陸上の乗物用の動力機械の部品，風
水力機械器具，農業用機械器具，漁業用機械器具，起動器，交流電動機及び直流電動機
（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，
直流発電機，機械式駐車装置，芝刈機，修繕用機械器具，電気洗濯機，電動式カーテン
引き装置，塗装機械器具，乗物用洗浄機，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，機械要素
（陸上の乗物用のものを除く。）
【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，電気通信機械器具，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，人工衛星，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，
発光式又は機械式の道路標識，アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，電動式扉自
動開閉装置
【10】医療用機械器具
【11】工業用炉，原子炉，ボイラー，冷凍機械器具，乾燥装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交
換器，暖冷房装置，浄水装置，家庭用電熱用品類，汚水浄化槽，ごみ焼却炉，し尿処理槽
【12】船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並
びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機
械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，宇宙船並びにその部品及び附属品
【13】戦車
【35】商品の販売に関する情報の提供，商品の販売に関する事務の代理又は代行，輸出
入に関する事務の代理又は代行
【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
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤

2006.04.07 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.12 手続補正書
2006.12.12 代理人選任届
2006.12.12 意見書
2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

41

【41】年間優秀乗用車を選考するためのノミネート車の公示・優秀車の選考・表彰・表彰式
の開催及び入賞車の展示，オンライン投票を取り入れた視聴者参加型の優秀車の選考・
表彰・表彰式の開催及び入賞車の展示に関する情報の提供（通信回線を用いて行うもの
を含む。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.05.17 手続補正書(方式)
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.07 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))
2006.10.31 手続補正書
2006.10.31 意見書
2006.11.02 認定･付加情報
2006.11.02 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.01.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.06 手続補正書
2007.02.14 手続補正書

35,43

【35】フランチャイズ事業の運営及び管理，フランチャイズ事業に関する経営の診断又は経
営に関する助言・指導，その他の経営の診断又は経営に関する助言・指導，商品の販売に
関する情報の提供
【43】ラーメンを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-032096
標準

44

206

207

208

めまいナビ

カー・オブ・ザ・イヤー＼ＣＡＲ
ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＡＲ

博多長浜らーめんみよし

通常:
2006-032252
標準

通常 2006-032329

通常:
2006-032695
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］
2006.04.10 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 意見書
2007.01.22 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

209

210

211

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

恋の姓名判断

44

【44】医業，医療情報の提供，健康診断，調剤，栄養の指導

38,41,42,45

【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ 【中間記録情報】
クシミリその他の通信機器の貸与
［審査］
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
2006.04.14 願書
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
2006.04.14 認定･付加情報
2006.08.16 出願人名義変更届(一般承継)
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・ 2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番 2007.01.26 拒絶査定
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又
は開催，ボクシングの興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，
サッカーの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音
楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを
除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は
開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運
動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提
供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動
用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は
録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィ
ルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸
与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【44】美容，理容
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.05.31 手続補正指令書(出願)
2006.06.13 手続補正書(方式)
2006.11.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.25 意見書
2007.01.11 拒絶査定

通常:
2006-033071
標準

通常:
2006-034344
標準

44

212

背面エステ

通常:
2006-034387
標準

38,42
213

医者からもらった薬がわかる

【38】電気通信（放送を除く。），インターネットへの接続の提供
【42】電子計算機用プログラムの提供，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守

通常:
2006-034453
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】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］
2006.03.30 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 2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
用プログラムの提供
2007.01.26 拒絶査定

Ｐｅｒｓｏｎａｌｉｚｅ＼パーソナライズ 通常 2006-032988

にしおか内科クリニックＲＡ

指定商品・役務

42
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.24 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

214

215

216

217

商標（見本）

商標

医者からもらった薬がわかる

温泉の駅

鶴橋 らーめん

Ｔｈｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｗｉｚａｒｄ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【44】医薬品情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.10.20 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))
2006.12.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.24 拒絶査定
2007.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

44

【44】入浴施設の提供，美容，理容，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，カイロプラクティク，きゅう，柔道整復，はり，医療情報の提供，健康
診断，栄養の指導，動物の治療，医療用機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

43

【43】らーめんを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.04.14 認定･付加情報
2006.10.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.10 拒絶査定

09,35,37,41,42

【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の
機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，携帯用液晶画面ゲー
ムおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用自動演奏
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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】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
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【41】通信ネットワークを利用した音楽・映像・画像・ゲームの提供
【42】通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれに関する助言，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
機のプログラムの設計・開発・作成又は保守及びこれらに関する助言，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，著作
権の管理，電子計算機を用いて行う著作権データベースに関する情報処理，著作権の利
用に関する契約の代理又は媒介，電子計算機端末による通信のためのサーバーの貸与，

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 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)
2007.01.12 拒絶査定

通常:
2006-034454
標準

通常:
2006-034508
標準

通常 2006-034622

通常:
2006-034662
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）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41,44

218

健康プロモーション

通常:
2006-034669
標準

36

219

220

221

222

ロハスマンション

ＬＯＨＡＳ ＭＡＮＳＩＯＮ

ロハスホーム

ＬＯＨＡＳ ＨＯＭＥ

通常:
2006-034685
標準

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2006.04.14 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2006.04.14 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)
2007.01.19 拒絶査定

36

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2006.04.14 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2006.04.14 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)
2007.01.19 拒絶査定

36

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2006.04.14 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2006.04.14 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)
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-034687
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
通常:
2006-034686
標準

通常:
2006-034688
標準

指定商品・役務

【41】健康に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供，その他の技芸・スポーツ又 【中間記録情報】
は知識の教授，健康増進に関するセミナー・講習会・研修会の企画・運営又は開催，その ［審査］
他のセミナーの企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供， 2006.04.14 願書
献体の手配，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録 2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2007.01.22 拒絶査定
又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機
器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の
企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及
びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企
画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車
競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯
楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席
の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレ
ビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気
テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，お
もちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮
影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【44】医業・医療・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供，健康相談及びこれに関
する情報の提供，健康管理に関する指導・助言及び情報の提供，健康増進のための栄養
の指導及びこれに関する情報の提供，その他の栄養の指導，美容，理容，入浴施設の提
供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，雑草の防除，有害動物の防除
（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラク
ティック，きゅう，柔道整復，はり，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農業用機械器
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2006.04.14 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2006.04.14 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)
2007.01.19 拒絶査定
2007.03.19 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）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37

223

セラミックＲＰ工法

通常:
2006-034717
標準

41

224

ビジネスＮＬＰ

ＥＡ ＭＯＢＩＬＥ

優先:
2006-034971
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］
2006.04.14 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)
2007.01.19 拒絶査定

【09】電子計算機用ゲームプログラム，電子計算機用プログラム，ダウンロード可能なゲー
ムプログラム，ダウンロード可能な電子計算機用プログラム，携帯電話機用・簡易型携帯
電話機用又は携帯情報端末用のゲームプログラム及び娯楽用プログラム，携帯電話機用
プログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気
ディスク・磁気テープ・ＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用
ゲームプログラム，その他の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，業務用テレビゲーム機，ス
ロットマシン，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオ
ディスク及びビデオテープ，録画済みのＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，レコード，電子楽器用自
動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な音楽または
音声，ダウンロード可能な画像及び映像
【28】携帯用ビデオゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ並びにその部品及び
附属品，その他のおもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダ
イスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トラン
プ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具
【41】オンラインによるゲームの提供，携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用
いておこなうゲームの提供，オンラインによるゲームの提供に関する情報の提供，娯楽の
提供，娯楽施設の提供，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，オンラインによる画像・映像又は音楽の提供，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制
作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），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。），コンピュータネットワークその他の通信

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.06.26 優先権証明書提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.21 意見書
2006.11.21 手続補足書
2006.12.20 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.05 手続補正書(方式)
2007.06.05 手続補正書
2007.06.05 手続補足書
2008.02.20 登録料納付
2008.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.01.22 登録査定書
2008.02.20 設定納付書
2008.03.18 登録証

分割:
2006-034868
標準

09,28,41

225

指定商品・役務
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発
電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定
機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印
刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器
製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修
理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保
守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又
は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理
又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械
器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プ
ラスチック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修
理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機
械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の
修理又は保守，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又
は保守，乗物用洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守，動力付床洗浄機
の修理又は保守，遊園地用機械器具の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器
【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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 意見書
2006.12.26 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定
2007.05.19 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）２００７．０１.xls
No.

226

227

228

229

商標（見本）

商標

地域文化創造プログラム

粒状ライム

ＥＱ ＆ ＩＱ

介護ベッド あんしん使用権

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【41】音楽に関するセミナー及びワークショップの開催，教育・文化に関するセミナー及び
【中間記録情報】
ワークショップの開催，セミナーの企画・運営又は開催，音楽に関する公演・シンポジウム・ ［審査］
2006.04.17 願書
セミナーの企画・運営又は開催，公演・シンポジウム・セミナーの企画・運営又は開催
2006.04.18 認定･付加情報
2006.09.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.22 拒絶査定

01,40,44

【01】植物成長調整剤類，肥料
【40】廃棄物の再生
【44】肥料の散布

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.10.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.30 拒絶査定

43

【43】介護に関するコンサルティング，介護に関する情報の提供，介護用ベッドその他の家 【中間記録情報】
具の貸与，高齢者・心身障害者・心身障害児の介護のための巡回入浴，高齢者の養護・介 ［審査］
護，高齢者介護に関する研究・指導，在宅高齢者・在宅心身障害者・在宅心身障害児の出 2006.04.18 願書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
張介護，在宅療養者の介護，在宅老齢者に対する入浴・排泄・食事の介護，産褥期の母
子の介護，巡回訪問による老人を含む要介護者の介護，障害者の介護，心身障害者の介 条1項11号を除く))
2007.01.23 拒絶査定
護，身体の不自由な高齢者・その他介護を必要とする者に対する介護，身体の不自由な
人の養護・介護，身体障害者・知的障害者の養護施設・看護施設・介護施設の提供及び提
供に関する情報の提供，身体障害者の居宅における入浴・排せつ・食事等の介護，身体障
害者又は老人の養護及び介護，通報による依頼に基づく老人を含む要介護者の訪問介
護，派遣による介護用リフトの運転，派遣による病人の介護，病人・老人その他の社会生
活にハンディキャップを有する人の世話及び介護，病人の世話・病人の介助・病人の介
護，訪問介護，養護施設における高齢者・心身障害者・心身障害児の介護，老人・子供・病
人・心身の障害者の介護，老人・心身障害者の介護に関する情報の提供，老人・病人・身
体の不自由な人の介護相談，老人・病人・身体の不自由な人の養護・介護に関する情報の
提供，老人の介護に関する情報の提供，老人の介護に関する情報の提供その他の老人
の養護，老人の介護及び養護，老人の在宅介護，老人の在宅介護・その他の介護，老人
の在宅介護に関する情報の提供，老人の在宅介護に関する相談，老人の世話・老人の介
助・老人の介護，老人の訪問介護，老人の養護・介護に関する情報の提供，老人の養護・
障害者の介護に関する情報の提供，老人の養護（介護を含む。）その他の養護（介護を含
む。），老人の養護（介護を含む。）その他の養護（介護を含む。）に関する情報の提供なら
びに相談，老人の養護（介護を含む。）施設の提供，老人を含む要介護者の介護方法に関
する指導，老人を含む要介護者の介護方法に関する巡回訪問による指導，老人を含む要
介護者の介護方法に関する情報提供，老人を含む要介護者の養護，老人介護情報の提
供，老人介護用マットレスの貸与，老人及び障害者の養護・看護・介護，老人及び障害者

通常:
2006-035105
標準

通常:
2006-035347
標準

通常:
2006-035374
標準

通常 2006-035549

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

中間記録

41
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
43

230

新品 使用権

通常 2006-035550

09,35,37,42

231

ＤＡＸＬＡＮ

通常:
2006-035603
標準

41

232

睡眠改善インストラクター

通常:
2006-035699
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

【43】介護に関するコンサルティング，介護に関する情報の提供，介護用ベッドその他の家 【中間記録情報】
具の貸与，高齢者・心身障害者・心身障害児の介護のための巡回入浴，高齢者の養護・介 ［審査］
護，高齢者介護に関する研究・指導，在宅高齢者・在宅心身障害者・在宅心身障害児の出 2006.04.18 願書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
張介護，在宅療養者の介護，在宅老齢者に対する入浴・排泄・食事の介護，産褥期の母
子の介護，巡回訪問による老人を含む要介護者の介護，障害者の介護，心身障害者の介 条1項11号を除く))
2007.01.23 拒絶査定
護，身体の不自由な高齢者・その他介護を必要とする者に対する介護，身体の不自由な
人の養護・介護，身体障害者・知的障害者の養護施設・看護施設・介護施設の提供及び提
供に関する情報の提供，身体障害者の居宅における入浴・排せつ・食事等の介護，身体障
害者又は老人の養護及び介護，通報による依頼に基づく老人を含む要介護者の訪問介
護，派遣による介護用リフトの運転，派遣による病人の介護，病人・老人その他の社会生
活にハンディキャップを有する人の世話及び介護，病人の世話・病人の介助・病人の介
護，訪問介護，養護施設における高齢者・心身障害者・心身障害児の介護，老人・子供・病
人・心身の障害者の介護，老人・心身障害者の介護に関する情報の提供，老人・病人・身
体の不自由な人の介護相談，老人・病人・身体の不自由な人の養護・介護に関する情報の
提供，老人の介護に関する情報の提供，老人の介護に関する情報の提供その他の老人
の養護，老人の介護及び養護，老人の在宅介護，老人の在宅介護・その他の介護，老人
の在宅介護に関する情報の提供，老人の在宅介護に関する相談，老人の世話・老人の介
助・老人の介護，老人の訪問介護，老人の養護・介護に関する情報の提供，老人の養護・
障害者の介護に関する情報の提供，老人の養護（介護を含む。）その他の養護（介護を含
む。），老人の養護（介護を含む。）その他の養護（介護を含む。）に関する情報の提供なら
びに相談，老人の養護（介護を含む。）施設の提供，老人を含む要介護者の介護方法に関
する指導，老人を含む要介護者の介護方法に関する巡回訪問による指導，老人を含む要
介護者の介護方法に関する情報提供，老人を含む要介護者の養護，老人介護情報の提
供，老人介護用マットレスの貸与，老人及び障害者の養護・看護・介護，老人及び障害者
【09】データベース検索用コンピュータプログラム，その他の電子計算機用プログラム，電 【中間記録情報】
［審査］
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 2006.04.18 願書
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 2006.04.19 認定･付加情報
2006.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
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， 2007.01.05 拒絶査定
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
【35】コンピュータ・データベースの情報構築及び情報編集，コンピュータ・データベースへ
のデータ入力，広告，インターネット上の広告スペースの貸与又は提供，広告用具の貸
与，文章又は磁気テープのファイリング，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，睡眠に関するセミナーの企画・運営又は開催，睡眠 【中間記録情報】
に関するインストラクター認定のための講習会又は講座の開催，睡眠に関する放送番組の ［審査］
2006.04.18 願書
制作，睡眠に関するビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）
2006.04.19 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 手続補正書
2006.10.27 認定･付加情報
2006.10.27 認定･付加情報
2006.10.27 意見書
2007.01.16 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

233

234

235

236

商標（見本）

商標

石窯パティスリー

防犯優良マンション

防犯優良マンション

Ｎｅｔｗｏｒｋ ＶｉｒｕｓＷａｌｌ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子及びパン
【43】飲食物の提供

35

【35】建築物及び住宅部品に関する広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査， 【中間記録情報】
［審査］
商品の販売に関する情報の提供
2006.04.20 願書
2006.10.20 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))
2006.11.28 手続補正書
2006.11.28 手続補足書
2006.11.28 意見書
2006.12.26 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

36

【36】建物又は土地の情報の提供，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸
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，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，保険料の算
出

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 手続補正書
2006.11.28 手続補足書
2006.11.28 意見書
2006.12.26 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

09,37,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.29 意見書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.30 手続補足書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

通常:
2006-035941
標準

通常 2006-036651

通常 2006-036652

通常:
2006-036987
標準

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

中間記録

30,43
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

237

その場でクーポン

239

240

犬の託児所

携帯メール連絡ツール

ポジティブアプローチ：ＡＩ

42

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，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高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・
操作方法等に関する紹介及び説明

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.09.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

41

【41】セミナー・研修会・講演会・シンポジウム・学術会議の企画・運営又は開催，セミナー・
講演会・研修会・シンポジウム・学術会議の講師に必要な知識又は技能の教授，技芸・ス
ポーツ又は知識の教授，図書及び記録の供覧，電子出版物の提供，映画・演芸・演劇又は
音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演
出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，当
せん金付証票の発売，通訳，翻訳，写真の撮影，音響用又は映像用のスタジオの提供，
運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，運動用具の貸与，映画機械器
具の貸与，映写フィルムの貸与，おもちゃの貸与，楽器の貸与，カメラの貸与，光学機械器
具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，図書の貸与，ラジオ受信機の貸与，レコード又は録
音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
【44】医業，健康診断，歯科医業，調剤，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティッ
ク，きゅう，柔道整復，はり，栄養の指導，医療情報の提供，美容，理容，入浴施設の提
供，動物の治療，動物の飼育，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，雑
草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），医療用機械器
具の貸与，植木の貸与，漁業用機械器具の貸与，芝刈機の貸与，農業用機械器具の貸
与，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，老人の養護

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

44

【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

43

【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，会議
室の貸与，展示施設の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.09.29 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))
2006.11.06 手続補正書
2006.11.06 意見書
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-037133
標準

通常 2006-037765

通常 2006-037920

通常 2006-037953

44
241

242

243

いつくしみの介護

通常:
2006-037975
標準

小京都の湯

通常:
2006-038091
標準

泡盛博物館

通常:
2006-038245
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］
2006.04.21 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

41,43,44

238

指定商品・役務
【35】雑誌による広告の代理，屋外広告物による広告，その他の広告，販売促進のための
クーポン券の発行・管理及びこれに関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，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，求人情報の提供，競売の運営，輸出入
に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電
子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，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，インターネットによる商品の販売に関する情報の提供，イ
ンターネットによる企業情報の提供，インターネットによる商品の販売に関する売買契約の
【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
【43】犬の宿泊施設の提供
【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
供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.09.06 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)
2006.11.08 意見書
2006.12.19 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.10.13 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))
2007.01.19 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

244

245

商標（見本）

商標

和歌浦鍋

公共経営プロ

種別 出願番号

区分

247

248

広域認定登録・取り扱い社

ＹＰ広域認定登録・取り扱い社

自然薯研究会

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 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)
2007.01.12 拒絶査定

36,42

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
【42】建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）
又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログ
ラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をす
るためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に
関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計
画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木
に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に
関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手
続の代理，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学
【40】消火器のリサイクル品又は中古品の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取
次ぎ，消火器のリサイクル品又は中古品の収集・分別・処分又は再資源化処理に関する情
報の提供・技術指導又は助言

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

通常 2006-038337

通常:
2006-038471
標準

通常:
2006-038505
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.10.13 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))
2007.01.26 拒絶査定

40

【40】消火器のリサイクル品又は中古品の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取 【中間記録情報】
次ぎ，消火器のリサイクル品又は中古品の収集・分別・処分又は再資源化処理に関する情 ［審査］
報の提供・技術指導又は助言
2006.04.26 願書
2006.10.13 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))
2007.01.26 拒絶査定

29,42

【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
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【42】植物又は野菜の品種・品質に関する検査・評価・認定及びその認証並びにこれらの情
報の提供，植物又は野菜の栽培に関する試験・検査・評価及び研究並びにこれらの情報
の提供，植物又は野菜の品質管理，遺伝子の試験・検査又は研究及びこれらに関する情
報の提供，受託による細胞・組織培養，細胞・組織培養に関する試験・検査又は研究，細
胞・組織培養に関する助言・指導，気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，
機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設
備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算
機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技
術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧
品又は食品の試験・検査・評価又は研究，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・検査又は研究及びこれらに関する助言・指導及び情報の

通常:
2006-038506
標準

通常 2006-038523

中間記録

【43】飲食物の提供

40
246

指定商品・役務

43

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.17 手続補正書
2006.11.17 手続補足書
2006.11.17 意見書
2006.12.18 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

249

グローバル宣言＼ＧＬＯＢＡＬ宣
通常 2006-038696
言

36

250

投資銀行宣言

通常:
2006-038697
標準

42
251

252

253

ＩＴコンシェルジュ

通常:
2006-038781
標準

ＩＴコンシェルジュ

通常:
2006-038782
標準

ＩＴコンシェルジュ

通常:
2006-038783
標準

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

指定商品・役務
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借
の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地
の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地
の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝
玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，税務相談に関する情報の提
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，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，税務相談に関する情報の提
【42】有線及び無線の通信ネットワークシステムの導入に関するコンサルティング及び保
守，有線及び無線のコンピュータネットワークシステムにおける障害の遠隔監視・調査・分
析・助言を的確に行うための高度で専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，有線及び無線の通信ネットワークシステムに関す
る調査及び研究のためのコンサルティング

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 意見書
2006.10.23 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 意見書
2006.10.27 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

【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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.05 拒絶査定

41

【41】インターネット（無線ＬＡＮも含む）を介したオンラインでコンピューターソフトウェアを取 【中間記録情報】
り扱う人材育成のための教育及び訓練，インターネットを介した電子計算機及びこれに関 ［審査］
連する技術者の養成並びに技術指導に関するセミナーの企画・運営又は開催、電子出版 2006.04.14 願書
物の提供（インターネットを利用した電子出版物の提供を含む。），コンピュータネットワーク 2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
を通じて提供する電子出版物の制作
2007.01.05 拒絶査定

38

【38】インターネット（無線ＬＡＮも含む）への接続の提供に関する情報の提供及び助言，オ 【中間記録情報】
ンデマンド方式によるインターネット放送に関する情報の提供，電話機・ファクシミリその他 ［審査］
2006.04.14 願書
の通信機器の貸与
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

254

255

256

257

商標（見本）

商標

ＩＴコンシェルジュ

ＩＴコンシェルジュ

大原家

ＣＡＲＥＥＲ ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ＼
キャリアディスカバリー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【37】通信ネットワーク（無線ＬＡＮも含む）用に使用する電気通信機械器具の設置工事，通 【中間記録情報】
信ネットワーク（無線ＬＡＮも含む）に使用する電気通信機械器具の修理又は保守，電子計 ［審査］
2006.04.14 願書
算機の修理又は保守
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.05 拒絶査定

35

【35】パソコン通信・インターネット等の通信ネットワークによる広告，電子計算機システム及
び通信ネットワークシステム（無線ＬＡＮも含む）の運用による事業の管理及びそれに関す
るコンサルティング，人材の紹介及びあっせんに関する情報提供及びコンサルティング，文
書又は磁気テープのファイリング，電話対応事務の代行・媒介又は取次ぎ

【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)
2006.12.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.05 拒絶査定

43

【43】鳥料理を主とする飲食物の提供，その他の飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 意見書
2006.12.04 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

35,41

【35】企業の人事管理のための職業適性検査の企画・実施・診断及び助言
【41】進路適性検査に係る知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.20 手続補正書
2006.10.20 認定･付加情報
2006.10.20 意見書
2006.10.20 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.01.26 手続補正書
2007.01.26 手続補足書
2007.11.20 登録料納付
［登録］
2007.11.05 登録査定書
2007.11.20 設定納付書
2007.12.18 登録証

通常:
2006-038784
標準

通常:
2006-038785
標準

通常 2006-038859

通常 2006-039057

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

中間記録

37
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,39,41,43

258

§ＴＳＫ∞ＴＡＳＫ ＰＬＡＮＮＩＮＧ 通常 2006-039074

09,38,41,42

259

Ｓｏｕｎｄ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

通常:
2006-039082
標準

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

指定商品・役務
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【35】コマーシャルの企画・制作，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，
アーティストの事業の管理，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
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶に
よる輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の
代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，旅行に関する情報の提供（宿泊に関するものを除く。），寄託を受けた物品の倉庫に
おける保管，他人の携帯品の一時預かり，ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供
給，倉庫の提供，駐車場の提供，有料道路の提供，係留施設の提供，飛行場の提供，駐
車場の管理，荷役機械器具の貸与，自動車の貸与，船舶の貸与，車いすの貸与，自転車
の貸与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，包装用機械器具の貸与，金庫の貸与，
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.10.12 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,42

260

Ｄａｔａ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ

通常 2006-039172

39,43
261

262

263

創作旅行

§東京＼知財

次世代企業防衛プラン

通常:
2006-039250
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］
2006.04.27 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.16 拒絶査定

【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)
2007.01.19 拒絶査定

42

【42】工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事件その他に関する 【中間記録情報】
法律事務（工業所有権に関する手続に限る。），登記又は供託に関する手続の代理（工業 ［審査］
所有権に関する手続に限る。），デザインの考案（工業所有権に関するデザインに限る。）， 2006.04.27 願書
2006.04.27 認定･付加情報
著作権の利用に関する契約の代理又は媒介
2006.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.20 意見書
2006.11.22 手続補足書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.10 拒絶査定
2007.02.09 手続補正書
2007.04.26 手続補正書

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 【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，保険に関する助言，保 ［審査］
2006.04.27 願書
険情報の提供
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.27 意見書
2007.01.05 拒絶査定

通常 2006-039307

通常:
2006-039339
標準

指定商品・役務
【09】携帯用通信機械器具，携帯電話端末用ストラップ，カーナビゲーション装置及びその
部品，その他の電気通信機械器具，電子計算機端末装置，電子計算機端末による通信を
通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム，移動体電話による
通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム，その他の電子
応用機械器具及びその部品，携帯情報端末，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端
末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する
印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒
体，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の
写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ
等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版
物，ダウンロード可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声，ダウンロード可能な家庭
用テレビゲームおもちゃ用プログラム，カメラその他の写真機械器具
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，移動体電話・電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供，無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話・
電子計算機端末による無線ＬＡＮへの接続の提供，電子メールその他の電子計算機端末
による通信，電子掲示板通信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・
音声・画像・データの伝送交換，その他の電気通信（放送を除く。），電話機・ファクシミリそ
の他の通信機器の貸与，インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送
る放送，インターネットによる音声その他の音響を送る放送
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，
移動体電話機用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守，移動体電話機用のコン
ピュータプログラムの提供，インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供，電子化した
写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与，電子計算機端
末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与，コンピュータデータベース
【39】企画旅行の実施，企画旅行の実施に関する情報の提供，旅行（宿泊に関するものを
除く。）に関する情報の提供，旅行者の案内，旅行者の案内に関する情報の提供，旅行に
関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，旅行に関する契約（宿
泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎに関する情報の提供
【43】宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，宿泊施設の提供に関する情報の提供
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商標

種別 出願番号

区分
40

264

寒晒し染め

通常 2006-039350

06,36,37,39,41,42,4
3

265

オフィスメーカー＼ＯＦＦＩＣＥＭＡ
通常 2006-039747
ＫＥＲ

35,43,44,45

266

駆け込み寺

通常 2006-039857

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
【40】放射線の除洗，布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），裁縫，ししゅ
う，金属の加工，ゴムの加工，プラスチックの加工，セラミックの加工，木材の加工，紙の加
工，石材の加工，剥製，竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工（食物原材料
の加工を除く。），食料品の加工，義肢又は義歯の加工（医療材料の加工を含む。），映画
用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，製本，浄水
処理，廃棄物の再生，原子核燃料の再加工処理，印章の彫刻，グラビア製版，繊維機械
器具の貸与，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与，
金属加工機械器具の貸与，製本機械の貸与，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の
貸与，製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与，パルプ製造用・製紙用又は紙工用
の機械器具の貸与，浄水装置の貸与，廃棄物圧縮装置の貸与，廃棄物破砕装置の貸与，
化学機械器具の貸与，ガラス器製造機械の貸与，靴製造機械の貸与，たばこ製造機械の
貸与，材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供，印刷，一般廃棄物の収集・分別
及び処分，産業廃棄物の収集・分別及び処分，編み機の貸与，ミシンの貸与，印刷用機械
【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
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
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
【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，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープの
ファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操
作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及
びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与
【45】ファッション情報の提供，新聞記事情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性
の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，葬儀の執行，墓地又は納骨堂の
提供，施設の警備，身辺の警備，個人の身元又は行動に関する調査，占い，身の上相談，
家事の代行，衣服の貸与，祭壇の貸与，火災報知機の貸与，消火器の貸与，家庭用電熱
用品類の貸与（他の類に属するものを除く。），動力機械器具の貸与，風水力機械器具の
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中間記録
【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)
2007.01.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 意見書
2007.01.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.16 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

267

268

商標（見本）

商標

角打

カイシャドットインフォ＼ｋａｉｓｙ
ａ．ｉｎｆｏ

種別 出願番号

区分

元気野菜

【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)
2007.01.05 拒絶査定

35,38,41,42

【35】広告及び広告に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，インターネット
におけるホームページ・電子メールによる広告用スペースの提供，経営の診断又は経営に
関する助言，市場調査，商品販売店舗に関する情報の提供，商業取引実績に関する情報
の提供，事業に関する情報の提供，企業情報の提供，商業に関する情報の提供，経済情
報の提供，インターネットによる商品の売買契約の取次，ドメイン名取得申請手続の事務
処理代行，企業の役員・人事に関する情報の提供，財務書類の作成，競売の運営，輸出
入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供，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，コンピュータシステムの操作に関する運行管理，コンピュータデータ
ベースへの情報構築，建築物における来訪者の受付及び案内，電話受付代行，電話発信
代行，電話の取次代行，電話交換，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，広告又は販売促進のために行う懸賞の応募又は実施に関する情報の提
供，求人情報の提供，商品の受発注に関する情報の提供、自動販売機の貸与
【38】通信衛星による通信，データ通信，テレビ電話による通信，有線ラジオ放送，衛星テレ
ビジョン放送，衛星ラジオ放送，テレビジョン文字多重放送，テレビジョン文字多重放送の
番組表に関する情報の提供，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
その他の通信機械器具の貸与，インターネットを含む電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。）に関する助言，電気通信（放送を除く。），
放送，小型携帯無線呼出機・自動車電話・携帯電話その他の通信機器による通信への加
入契約の取次・媒介又は代理，電子計算機端末による通信（インターネット・その他の通信
ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。）の加入契約の取次・媒介又
は代理，有線テレビジョンその他のテレビジョン放送・有線ラジオ放送その他のラジオ放
送・衛星放送に関する契約の代理・媒介又は取次，電気通信に関する情報の提供，電話
帳記載情報の提供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用を含む。）・液晶ゲーム機又は電
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.05.19 手続補正指令書(出願)
2006.05.22 上申書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.06.23 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.16 手続補正書
2006.11.16 意見書
2007.01.26 拒絶査定

通常 2006-040101

通常 2006-040122

通常:
2006-040278
標準

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

中間記録

【43】飲食物の提供

43
269

指定商品・役務

43
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.05.19 認定情報通知書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41,42,44

270

アスペルガー

272

273

スパカツ

ＥＬＰＡＳＯ

名古屋焼そば

41,43

【41】指定役務（娯楽施設の提供）
【43】指定役務（飲食物の提供）

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.12 拒絶査定

30,43

【30】焼そば用調味料、焼そば用ソース、焼そば用粉類、焼そば弁当調理済み焼そば、冷
凍むし麺、むし麺、冷凍用調理済み焼そば即席焼そばの麺、焼そばの麺
【43】焼そばを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

通常:
2006-040333
標準

通常 2006-040603

通常 2006-040604

通常:
2006-040621
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］
2006.05.01 願書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.10.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 拒絶査定

30,43
271

指定商品・役務
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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，通信ネットワークを用いて行う携帯電
話の着信用音楽又は音声の提供に関する情報の提供，インターネットを利用した映像・音
楽の提供，音楽の演奏，放送番組の制作，録音又は録画済み記録媒体の編集・複製，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，電子計算機端末を用いて行う
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，インターネット
【30】調理済スパゲッティ，スパゲッティの麺
【43】飲食物の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 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)
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

274

275

276

277

278

279

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

Ｉライン

Ｖライン

ダブルサポート

ＳＨＩＧＩＮ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.16 意見書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
2007.01.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

43

【43】宿泊施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.05.26 手続補正指令書(出願)
2006.06.28 手続補正書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.08.04 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

44

【44】美容，理容，医業

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.26 拒絶査定

44

【44】美容，理容，医業

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

44

【44】美容，理容，医業

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

36

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の貸
付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，金
融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上
権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に
関する業務，割賦購入のあっせん，

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.24 拒絶査定

通常 2006-040643

通常 2006-040814

通常 2006-040815

通常 2006-040816

通常 2006-040950

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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，書画，写真
【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

ワールド・ベスト・カー・オブ・ザ・
イヤー＼Ｗｏｒｌｄ ｂｅｓｔ ｃａｒ ｏｆ 通常 2006-040627
ｔｈｅ ｙｅａｒ

つきよだいら＼月夜平

指定商品・役務

16,41
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

280

281

282

283

284

商標（見本）

商標

鹿島家

小顔療整術

美容整体

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【43】中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供。

44

【44】美容，理容，入浴施設の提供，按摩，マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅ 【中間記録情報】
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，栄養指導，医療 ［審査］
2006.04.18 願書
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
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.08 手続補正書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.12 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)
2007.01.19 拒絶査定

44

【44】美容，理容，入浴施設の提供，按摩，マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅ 【中間記録情報】
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，栄養指導，医療 ［審査］
2006.04.18 願書
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
2006.06.16 手続補正指令書(出願)
2006.07.14 手続補正書
2006.08.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.15 認定･付加情報
2006.08.15 認定･付加情報
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定
2007.04.06 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］
2006.05.08 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2006.05.10 認定･付加情報
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.27 意見書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.12.07 認定情報通知書
2007.01.22 拒絶査定
2007.04.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

43

【43】飲食物の提供

通常 2006-041057

通常 2006-041059

通常 2006-041060

ＰＲＥＭＩＵＭ＼ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ＼
通常 2006-041503
プレミアムレジデンス

ＴＨＥ ＰＲＥＭＩＵＭ＼ＢＵＦＦＥＴ
通常 2006-041861
ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ

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

中間記録

43
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.10.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.25 拒絶査定

2008/10/16
84／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

285

ｋｉｄｓ＼ｓｃｈｏｏｌ

通常 2006-041865

41
286

287

288

はいチーズ！

ほっとする家

福祉館

通常 2006-042454

上野クリニックグループ

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物の鑑定評価，建物の情報の提供
［審査］
2006.05.10 願書
【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
2006.05.10 認定･付加情報
2006.10.20 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))
2006.11.28 上申書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.12.19 手続補正書
2006.12.19 意見書
2006.12.19 認定･付加情報
2006.12.19 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

45

【45】葬儀・通夜・納骨および法要に関する契約の締結の媒介又は代理，葬儀・通夜・納骨
および法要に関する相談，葬儀・通夜・納骨および法要に関する礼儀作法及び返礼の助
言，葬儀・通夜・納骨および法要のための施設の提供，葬儀・通夜・納骨および法要の企
画，葬儀・通夜・納骨および法要の執行，葬儀・通夜・納骨および法要の執行の媒介又は
取次ぎ，葬儀・通夜・納骨および法要の執行の連絡の代行，葬儀・通夜・納骨および法要
の予約の代行，葬儀・通夜・納骨および法要に関するコンサルティング，葬儀・通夜・納骨
および法要のための祭壇・花輪・黒白幕・テント・仏具・その他の物品の貸与，墓地又は納
骨堂の提供及び管理，墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供，墓地又は納骨堂の
提供の媒介又は取次ぎ，施設の警備，身辺の警備，衣服の貸与，装身具の貸与
【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，医師のあっせん，看護婦のあっ
せん，歯科医師のあっせん，助産婦のあっせん，薬剤師のあっせん，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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

通常:
2006-042463
標準

通常:
2006-042491
標準

通常:
2006-042658
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

36,37

35,44

289

指定商品・役務

【41】当せん金付証票の販売，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は 【中間記録情報】
［審査］
開催，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 2006.05.09 願書
演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は 2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
上演，音楽の演奏，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・ 項16号)
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 2007.01.30 拒絶査定
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，興業の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興業及びス
ポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興業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，
【41】写真撮影に関するインターネットを利用した情報の提供
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.26 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.26 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

290

291

292

293

294

商標（見本）

商標

美容推拿

一指禅

キャンドルナイトヨガ

バイオロジカルピーリング

筋肉整体

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【44】医業，健康診断，歯科医業，調剤，あん摩，マッサージ及び指圧，カイロプラクティッ
ク，きゅう，柔道整復，はり，栄養の指導，美容，理容，入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.06.30 手続補正指令書(出願)
2006.07.21 手続補正書(方式)
2006.07.21 手続補正書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.24 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

44

【44】医業，健康診断，歯科医業，調剤，あん摩，マッサージ及び指圧，カイロプラクティッ
ク，きゅう，柔道整復，はり，栄養の指導，美容，理容，入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.07.21 手続補正書(方式)
2006.07.21 手続補正書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.24 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)
2007.01.26 拒絶査定

41

【41】ヨガに関する知識の教授，ヨガに関する施設の提供，ヨガに関する用具の貸与，ヨガ 【中間記録情報】
の教授に関する情報の提供，ヨガの興行の企画・運営又は開催，ヨガのインストラクターの ［審査］
2006.05.11 願書
養成，ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催，ヨガに関する書籍の制作
2006.05.12 認定･付加情報
2006.10.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.22 拒絶査定

44

【44】エステティック美容，その他の美容，美容に関する相談，美容に関する情報の提供，
理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整
復，はり，医療情報の提供，健康診断，調剤，栄養の指導，美容院用又は理髪店用の機械
器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.10.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 意見書
2006.12.04 手続補足書
2007.01.10 認定･付加情報
2007.01.17 拒絶査定

42

【42】あんま，マッサージ及び指圧，栄養の指導，柔道整復調剤，電子計算機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.10.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 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))
2007.01.26 拒絶査定
2007.02.13 再送

通常 2006-042698

通常 2006-042700

通常:
2006-042908
標準

通常:
2006-042929
標準

通常 2006-043053

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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）２００７．０１.xls
No.

295

296

297

298

商標（見本）

商標

待たして安心

安心ドライブ

待たして安全

種別 出願番号

区分

39

【39】人材派遣による車の運転，人材派遣による車の運転助手，人材派遣による車の運転 【中間記録情報】
［審査］
代行
2006.04.24 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 意見書
2007.01.26 拒絶査定

39

【39】人材派遣による車の運転，人材派遣による車の運転助手，人材派遣による車の運転 【中間記録情報】
［審査］
代行
2006.04.24 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 意見書
2007.01.26 拒絶査定

35

【35】医師のあっせん，職業のあっせん，医師・歯科医師・看護士・薬剤師等のあっせんに
関する情報の提供，広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する
助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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
【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用い
す，理髪店用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金
属製又は石製のものを除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金
属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及び
キャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファ
イバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まく
ら，マットレス，麦わらさなだ，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆
（金属製のものを除く。），ししゅう用枠，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，植物の茎支持具，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，きゃ
たつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），帽子
掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，家庭用水槽（金属製又は石製のものを除
く。），ハンガーボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製の
ものを除く。），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，アドバルーン，木製又はプラスチック製の立て看板，食品見本模型，人工池，
葬祭用具，揺りかご，幼児用歩行器，マネキン人形，洋服飾り型類，スリーピングバッグ，
額縁，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，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
【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

通常 2006-043073

通常 2006-043086

通常 2006-043090

こころの名医ネットワークサービ 通常:
2006-043174
ス
標準

頭の良い子が育つ家

通常:
2006-043296
標準

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

中間記録

【39】人材派遣による車の運転，人材派遣による車の運転助手，人材派遣による車の運転 【中間記録情報】
［審査］
代行
2006.04.24 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 意見書
2007.01.26 拒絶査定

20,36,42

299

指定商品・役務

39
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.30 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.26 拒絶査定
2007.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

300

301

302

303

304

305

商標（見本）

商標

ミュージック トリートメント

スーパー エステティシャン

種別 出願番号

区分

お部屋改造計画

がんばろう＼ｇａｎｂａｒｏｕ

【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)
2007.01.19 拒絶査定

41

【41】美容における教授

【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)
2007.01.19 拒絶査定

36

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ、金融 【中間記録情報】
先物取引の受託、外国為替取引、有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券 ［審査］
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 2006.04.27 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
媒介・取次ぎ又は代理、商品市場における先物取引の受託
条1項11号を除く))
2007.01.19 拒絶査定

40

【40】ブラスト処理

37,42

【37】室内装飾工事，室内装飾工事に関する助言，室内装飾工事の施行管理，家具の修 【中間記録情報】
理、カーテン・絨毯その他の室内装飾品の修理
［審査］
2006.04.28 願書
【42】室内装飾及び室内装飾デザインの考案，室内装飾及び室内装飾デザインの考案に
関する情報の提供，インテリアコーディネート及びインテリアコーディネートデザインに関す 2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.15 意見書
る考案及びこれに関する情報の提供
2006.12.21 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

35

【35】印刷物・ラジオ・テレビ・インターネット・携帯電話・ダイレクトメール・その他の手段によ
る広告・広告の代理，印刷物・ラジオ・テレビ・インターネット・携帯電話・ダイレクトメール・そ
の他の手段による商品の売買契約の仲介，印刷物・ラジオ・テレビ・インターネット・携帯電
話・ダイレクトメール・その他の手段による商品の販売に関する情報の提供，印刷物・ラジ
オ・テレビ・インターネット・携帯電話・ダイレクトメール・その他の手段による商品の促進の
ための企画及びその実行，トレーディングスタンプ・クーポン・ポイントカードの発行，ホテル
の事業の管理，職業の斡旋，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，書類の
複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこ
れらに準ずる事務用機器の操作，広告用具の貸与，印刷物・インターネット・携帯電話を利

通常 2006-043601

通常 2006-043602

通常:
2006-044118
標準

通常 2006-044170

通常 2006-044245

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】マッサージにおけるトリートメントの技術の教授

ＹＯＵＲ ＳＵＣＣＥＳＳ ＩＳ ＯＵ
通常 2006-043606
Ｒ ＳＵＣＣＥＳＳ

ソフトシェルブラストシステム

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.31 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.02 認定情報通知書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
88／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

306

307

308

商標（見本）

商標

無冷暖ハウス

企業ＩＲドットコム

種別 出願番号

区分

35

【35】企業情報に関する書籍及び電子出版物の制作，企業情報の提供，広告場所の貸与 【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.10.13 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))
2007.01.19 拒絶査定

05,25,30,35

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳児用粉
乳，人工受精用精液，乳糖
【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，ショール，スカーフ，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆
い，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【30】アイスクリーム凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精
油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスク
リームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドウイッチ，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
【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械器具の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の
【37】建設工事

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 意見書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

【09】地図情報を記憶させた磁気ディスクその他の記録媒体，地図情報システム開発用の
データを記録した磁気ディスクその他の記録媒体，電子応用機械器具及びその部品，コン
ピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディス
ク，その他のコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，その他の電子応用機械器具，
電気通信機械器具，鉄道地図情報を記憶させた磁気ディスクその他の記録媒体，鉄道及
び鉄道に付随した施設を対象とした地図情報を記憶させた磁気ディスクその他の記録媒
体，デジタル市街地図・航空写真・鉄道基本情報を記憶させた磁気ディスクその他の記録
媒体，インターネット又はイントラネットによりダウンロード可能な電子地図，インターネット
又はイントラネットによりダウンロード可能な鉄道電子地図，インターネット又はイントラネッ
トによりダウンロード可能な鉄道及び鉄道に付随した施設を対象とした電子地図
【16】印刷物，地図，鉄道及び鉄道に付随した施設を対象とした地図
【45】インターネット又はイントラネットによる鉄道地図情報の提供，インターネット又はイント
ラネットによる鉄道及び鉄道に付随した施設を対象とした地図情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.11.08 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))
2006.12.07 手続補正書
2006.12.07 意見書
2007.01.18 拒絶査定

通常 2006-044450

通常 2006-044704

ブルーベリープラス

通常 2006-044782

アクパド工法

通常:
2006-045088
標準
09,16,45

310

鉄道ＧＩＳ

通常:
2006-045324
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】断熱対策された建物の売買，断熱対策された建物の貸与

37
309

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.16 願書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.30 手続補正書
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 意見書
2007.01.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.29 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

311

312

商標（見本）

商標

ディスカウントマンション

Ｗｏｒｋｌｏａｄ Ｍａｎａｇｅｒ

種別 出願番号

区分

風土資産を活かした地域づくり

09,42

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

通常:
2006-045422
標準

通常:
2006-045967
標準

通常:
2006-046292
標準

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

中間記録

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2006.05.18 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.30 拒絶査定

41
313

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.22 手続補正書
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

2008/10/16
90／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,38,41,42,45

314

つくり手

通常:
2006-046379
標準

35
315

決算公告支援

金融教育公開授業

通常:
2006-046484
標準

43,44

317

ロングライフサポート

【09】電子出版物，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビ
デオディスク及びビデオテープ
【16】印刷物
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，職業のあっせん，求人情報の提供
【36】預金の受け入れ，株式市況に関する情報の提供，保険料率の算出，建物又は土地の
評価鑑定，建物又は土地の情報の提供，企業の信用に関する調査，税務相談
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書および記録の供覧，書籍の製作，映画の上映・製作，放送番組の制作，教育・文
化・娯楽・スポーツ用ビデオの製作（映画・放送番組・広告用のものを除く），興行の企画・
運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型
自動車競走の興行に関するものを除く），映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施
設の提供，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は録音済
み磁気テープの貸与，記録済み磁気テープの貸与
【43】老人の養護，飲食物の提供
【44】健康診断，あん摩・マッサージ及び指圧

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.11.13 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))
2006.12.25 意見書
2007.01.12 拒絶査定

通常:
2006-047696
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］
2006.05.22 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 意見書
2006.12.08 認定･付加情報
2006.12.11 手続補足書
2007.01.12 認定･付加情報
2007.01.18 拒絶査定

通常:
2006-046470
標準

09,16,35,36,41

316

指定商品・役務
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，
輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，
タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【38】電子掲示板による通信，電子メールによる通信，その他の電気通信（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】電子出版物の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開
催，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，動物の調教，植物
の供覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，
書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制
作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・
文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組
の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使
用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催
（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の
興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競
艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用の
スタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研
修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸
与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図
書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.19 意見書
2006.12.19 手続補足書
2006.12.19 手続補足書
2006.12.19 代理人受任届
2007.01.23 認定･付加情報
2007.01.23 認定･付加情報
2007.01.23 認定･付加情報
2007.01.23 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

318

319

320

321

322

323

商標（見本）

商標

健脳体操

健脳健脚

肋骨年齢

細胞意識

§ＨＡＩＲＤＯ

エコセレブ

種別 出願番号

区分

エコセレブ

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの 【中間記録情報】
［審査］
企画・運営又は開催
2006.05.25 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.30 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの 【中間記録情報】
［審査］
企画・運営又は開催
2006.05.25 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.30 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの 【中間記録情報】
［審査］
企画・運営又は開催
2006.05.25 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.30 拒絶査定

44

【44】美容，理容

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.05.29 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)
2007.01.29 拒絶査定

41

【41】興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競
馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），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，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の
企画又は運営，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，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，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
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，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，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
【45】通信ネットワークを利用した新聞記事情報の提供，その他の新聞記事情報の提供，
ファッション情報の提供，通信ネットワークを利用した書籍・娯楽・運動・音楽・演芸・演劇・
映画並びにテレビに関する雑誌記事情報の提供，その他の雑誌記事情報の提供，結婚又
は交際を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，葬
儀の執行，墓地又は納骨堂の提供，施設の警備，身辺の警備，個人の身元又は行動に関
する調査，占い，身の上相談，家事の代行，衣服の貸与，祭壇の貸与，火災報知機の貸
与，消火器の貸与，家庭用電熱用品類の貸与（他の類に属するものを除く。），動力機械器
具の貸与，風水力機械器具の貸与，装身具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.27 意見書
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-047829
標準

通常:
2006-047830
標準

通常:
2006-047838
標準

通常:
2006-047839
標準

通常 2006-048782

通常 2006-049143

通常 2006-049144

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの 【中間記録情報】
［審査］
企画・運営又は開催
2006.05.25 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.30 拒絶査定

45
324

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.27 意見書
2007.01.19 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41

325

326

327

328

平成プロジェクト

ＳＰＥＥＤ ＭＡＩＬ

プリザーブドフラワー電報

メッセージギフト

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.26 意見書
2007.01.19 拒絶査定

42

38

【38】電報による通信，電報による通信に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 願書
2006.06.27 手続補正指令書(出願)
2006.07.03 手続補正書(方式)
2006.08.01 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.25 手続補正書
2006.12.25 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2007.02.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

38

【38】電報による通信，電報による通信に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 願書
2006.06.27 手続補正指令書(出願)
2006.07.03 手続補正書(方式)
2006.08.01 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.25 手続補正書
2006.12.25 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2007.01.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-049967
標準

通常 2006-050344

通常 2006-051656

通常 2006-051659

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

中間記録

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，
輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，
タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
【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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.11.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 意見書
2006.12.15 手続補足書
2006.12.19 認定･付加情報
2007.01.18 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

329

330

商標（見本）

商標

ネットデンポウ

種別 出願番号

区分

332

333

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 願書
2006.06.27 手続補正指令書(出願)
2006.07.03 手続補正書(方式)
2006.08.01 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.25 手続補正書
2006.12.25 意見書
2007.01.09 拒絶査定

36

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，税務相談，慈善のための募
【42】工業所有権に関する手続きの代理又は鑑定その他の事務，工業所有権に関する助
言及びコンサルティング，工業所有権の管理，工業所有権に関する情報の提供，工業所有
権に関する先行調査，訴訟事件その他に関する法律事務，登録又は供託に関する手続の
代理

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.11.27 意見書
2007.01.19 拒絶査定

42

【42】工業所有権に関する手続きの代理又は鑑定その他の事務，工業所有権に関する助
言及びコンサルティング，工業所有権の管理，工業所有権に関する情報の提供，工業所有
権に関する先行調査，訴訟事件その他に関する法律事務，登録又は供託に関する手続の
代理

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.30 意見書
2007.01.17 拒絶査定

35

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 願書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.18 意見書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定

通常 2006-051660

ＣＲＡＳ＼Ｆｉｎｄ ｙｏｕｒ ｉｄｅａｌ ｌｉｆ
通常 2006-051695
ｅ ｆｒｏｍ ｈｅｒｅ．

ＴＥＳＨＩＭＡ＼ＰＡＴＥＮＴ ＬＡＷ
通常 2006-052274
ＦＩＲＭ

手島特許事務所＼ＴＥＳＨＩＭＡ
通常 2006-052275
ＰＡＴＥＮＴ ＬＡＷ ＦＩＲＭ

ＶＱ１０

通常:
2006-052827
標準

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

中間記録

【38】電報による通信，電報による通信に関する情報の提供

42
331

指定商品・役務

38
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.30 意見書
2007.01.17 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

334

ＶＱ１０

336

337

338

すごいしかけ

ラストダイエット

博多一番どり

44

【44】ダイエットの指導

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

43

【43】焼鳥料理を主とする飲食物の提供

35

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2006.06.23 刊行物等提出書
2006.06.28 早期審査に関する事情説明書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.25 刊行物等提出による通知書
2006.07.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.17 早期審査に関する報告書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.02 意見書
2006.10.02 手続補足書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.28 意見書
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.11.30 手続補正書
2006.11.30 意見書
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-052828
標準

通常:
2006-052829
標準

通常 2006-053058

通常:
2006-054355
標準

§ｐａｓｅＬ＼ＰＣ Ｒｅｃｙｃｌｅ Ｎｅｔ
通常 2006-054438
ｗｏｒｋ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.06.07 願書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.18 意見書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定

35

335

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，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
き証票の発売，通訳，翻訳，写真の撮影，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設
の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，運動用具の貸与，映画機械器具の貸
与，映写フィルムの貸与，おもちゃの貸与，楽器の貸与，カメラの貸与，光学機械器具の貸
与，テレビジョン受信機の貸与，図書の貸与，ラジオ受信機の貸与，レコード又は録音済み
磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具
【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，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

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 願書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.18 意見書
2006.12.19 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.12 手続補正書(方式)
2007.04.12 手続補正書
2007.10.17 登録料納付
［登録］
2007.10.09 登録査定書
2007.10.17 設定納付書
2007.11.06 登録証

2008/10/16
95／95

３条拒絶（役務）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

339

ＳｏｆｔＮＡＶＩ

通常:
2006-059702
標準

09,35,42

340

ソフトナビ

通常:
2006-059705
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
【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
【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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.22 手続補正書
2007.01.19 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.22 手続補正書
2007.01.19 拒絶査定

