３条拒絶（役務）２００７．０２.xls

今月の３条拒絶査定レポート
※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。

本レポートに関するお問い合わせ先

インフォソナー株式会社 営業部
TEL:06-6578-3100 FAX:06-6578-3101
E-mail:tm-info@info-sonar.co.jp
Copyright©2006 info-sonar corp. All Rights Reserved

2008/11/13
2／88

３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

医学・薬学予稿集全文データ
ベース

図形商標

種別 出願番号

区分

はがきで文字遊び

【中間記録情報】
［審査］
2004.07.09 願書
2005.03.11 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.20 手続補正書
2005.04.20 意見書
2005.04.21 手続補足書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.06.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.07.27 手続補正書
2005.07.27 意見書
2007.02.02 拒絶査定

09,38

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

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.19 願書
2004.10.19 認定･付加情報
2005.03.01 代理人変更届
2005.06.03 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2005.07.11 意見書
2005.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.16 拒絶査定

分割:
2004-064018
標準

通常 2004-095514

通常:
2005-019481
標準

09,16,41

4

認知症の人のためのケアマネ
ジメントセンター方式

通常:
2005-019508
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】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，医薬品・化粧
品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関す
る試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産
又は水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用
に関する契約の代理又は媒介，計測器の貸与，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸与

41

3

指定商品・役務

42

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.23 願書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.05 手続補正書
2005.09.05 意見書
2005.10.14 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

【09】認知症アセスメント・ケアマネジメント・ケアに関する電子計算機用プログラム，電子出 【中間記録情報】
版物
［審査］
【16】認知症アセスメント・ケアマネジメント・ケアに関する書籍，印刷物
2005.02.23 願書
【41】認知症アセスメント・ケアマネジメント・ケアに関する知識の教授
2005.09.30 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))
2005.12.13 手続補正書
2005.12.13 意見書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.01.31 認定･付加情報
2006.03.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.02.02 拒絶査定
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No.

商標（見本）

5

6

7

8

商標

外断熱・二重通気工法

ＳＥＲＩＥＳ １３

Ｐｅｔｐｌａｎ

ＡＮＴＩ－ＡＧＩＮＧＤＯＣＫ＼アン
チエイジングドック

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【37】熱絶縁工事，建築一式工事

28,40

【28】スノーボード，その他の運動用具，スノーボード用ワックス
【中間記録情報】
【40】受託によるスノーボードの製造，金属の加工，ゴムの加工，プラスチックの加工，セラ ［審査］
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
2005.04.18 願書
植物性基礎材料の加工（食物原材料の加工を除く。），印章の彫刻，グラビア製版
2005.06.27 優先権証明書提出書
2005.08.11 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.02 期間延長請求書
2006.04.03 意見書
2007.02.09 拒絶査定

36

【36】保険契約の締結の仲介，保険に関する助言，保険の引受け，保険情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.12 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.21 意見書
2005.12.21 手続補足書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.02 拒絶査定

44

【44】抗加齢医学に関する医療情報の提供，肥満・糖尿病及びその他の生活習慣病に関
する医療情報の提供並びにその他の医療情報の提供，医療情報に基づく疾病の予防・治
療に関する助言，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，歯科医
業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農業用機械器具の貸与，
医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器具の
貸与，芝刈機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.09 願書
2005.05.10 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.21 手続補正書
2006.08.21 認定･付加情報
2006.08.21 意見書
2006.08.23 認定･付加情報
2006.09.05 手続補正指示書(審査官)
2006.10.16 手続補正書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.12.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.04 手続補正指示書(審査官)
2007.02.14 手続補正書
2007.02.14 認定･付加情報
2007.02.28 拒絶査定

通常:
2005-032327
標準

優先:
2005-034288
標準

通常 2005-037159

通常 2005-040222

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

中間記録

37
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【中間記録情報】
［審査］
2005.04.12 願書
2005.04.12 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)
2005.11.09 意見書
2005.11.09 手続補足書
2005.11.09 代理人受任届
2005.11.10 認定･付加情報
2005.11.10 認定･付加情報
2005.12.09 認定･付加情報
2007.02.06 拒絶査定
2007.05.17 手続補正書(方式)
2007.05.17 手続補足書
2008.06.11 登録料納付
［登録］
2008.06.03 登録査定書
2008.06.11 設定納付書
2008.07.01 登録証
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

16,29,30,31,32,33,4 【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 【中間記録情報】
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， ［審査］
1,43

9

つくる、たべる、はなす。

通常:
2005-050552
標準

09,16,25,28,35,38,4
1

10

ゴルフ格闘技

通常:
2005-053049
標準

41
11

テレビ構成学院

通常 2005-053058

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

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 2005.06.07 願書
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， 2005.06.07 認定･付加情報
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 2005.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.11 手続補正書
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 2006.01.11 意見書
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 2006.01.11 認定･付加情報
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2006.01.11 認定･付加情報
【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 2006.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
2006.09.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
2007.02.05 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
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
【09】ダウンロード可能な画像・映像・音声，レコード又は録音・録画済み記録媒体，業務用 【中間記録情報】
テレビゲーム機，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テ ［審査］
2005.06.13 願書
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
2005.06.13 手続補足書
路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動用保護ヘルメット，映写フィルム，スライドフィル
ム，電子出版物
2005.06.16 認定･付加情報
2005.06.16 認定･付加情報
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，電気式鉛筆削り，印刷したくじ（おも
ちゃを除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【25】被服，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊 2006.03.30 意見書
靴
2006.03.30 手続補足書
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ， 2006.04.26 認定･付加情報
人形，歌がるた，さいころ，すごろく，手品用具，トランプ，遊戯用器具，運動用具
2007.02.08 拒絶査定
【35】オークションの企画・運営又は開催，広告，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給
【41】ゴルフ及びゴルフ競技会に関する情報の提供，ゴルフ場・ゴルフ練習場に関する情報
の提供，コンピューターネットワークによるオンラインゲームの提供，オンラインによる画像・
映像の提供，当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・
運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，映画・演芸・演劇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。），運動施設の提供，娯
【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］
2005.06.13 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
2005.12.09 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
2006.01.17 意見書
2007.02.02 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

12

13

商標（見本）

商標

インナーガレージ

イーグル

種別 出願番号

区分

農地＼ＮＯＵＴＩ

35

【35】広告，市場調査，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ， 【中間記録情報】
［審査］
書類の複製，速記，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与
2005.07.06 願書
2005.07.06 認定･付加情報
2005.07.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.07.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.02.06 手続補正書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.02.06 意見書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.06.05 補正の却下の決定
2006.06.14 手続補正書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.14 意見書
2006.11.07 手続補正指示書(審査官)
2007.01.16 手続補正書
2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.16 意見書
2007.02.21 拒絶査定
【36】土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒 【中間記録情報】
［審査］
介，土地の貸与，土地の情報の提供
2005.08.22 願書
2005.08.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.09 手続補正指令書(出願)
2005.09.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.04 再送
2005.12.07 手続補正書(方式)
2006.01.13 通知書(却下処分前通知)
2006.01.13 認定･付加情報
2006.01.13 認定･付加情報
2006.01.20 代理人受任届
2006.02.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

通常:
2005-055065
標準

通常:
2005-061789
標準

通常 2005-077939

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

中間記録

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
【37】建設工事，建設工事に関する助言

36

14

指定商品・役務

36,37

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 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)
2006.01.19 意見書
2006.01.20 手続補足書
2006.02.16 認定･付加情報
2007.02.06 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

15

世界６資産分散投信

通常 2005-079095

35

16

§Ｎｅｗｔｙｐｅ

通常 2005-079124

38

17

§Ｎｅｗｔｙｐｅ

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，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，税務
に関する情報の提供，有価証券に関する投資情報の提供，投資顧問契約に基づく投資助
言及び投資一任契約に基づく投資，金融資産の運用・管理，金融資産の運用・管理の委
託，金融資産の形成・運用・管理に関する助言・指導及び情報の提供，受益証券の発行，
【35】広告，広告に関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，トレーディングスタン
プの発行に関する情報の提供，通信ネットワーク上でのアンケート調査，通信ネットワーク
上でのアンケート調査に関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言，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，市場調査に関する情報の提
供，録音又は録画済み記録媒体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，ホテルの事業の管理，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，タレント及びモデルのあっせん，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，通信を用いて行う競売の運
営，その他の競売の運営，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，速記に関する情報の提
供，筆耕，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，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，広告用具の貸与，広告用具の貸与に関する情報の提供，タイプライ
ター・複写機及びワードプロセッサの貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの
貸与に関する情報の提供，求人情報の提供，自動販売機の貸与，自動販売機の貸与に関
する情報の提供，通信ネットワーク上での広告スペースの提供，通信ネットワーク上での広
告スペースの提供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，販売促進
のためのクーポン券の発行に関する情報の提供，新聞・雑誌に掲載された広告に関する
情報の提供，商品の売上又は売上ランキング情報の提供，通信販売の注文・受付・発注に
関する事務処理代行，通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行に関する情報
【38】テレビ会議通信，電子掲示板通信，通信ネットワークによるメッセージ・映像及び音声
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。），電気通信（放送を
除く。）に関する情報の提供，通信ネットワーク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，その他の放送，放送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，報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供，電話機・ファクシミリ
その他の通信機器の貸与，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の
提供，放送番組表に関する情報の提供

通常 2005-079125

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.08.24 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.29 意見書
2006.03.29 手続補足書
2006.04.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.02 認定･付加情報
2007.02.09 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］
2005.08.24 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.29 意見書
2006.04.03 手続補足書
2006.05.10 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定
2007.05.21 手続補正書
2007.05.24 手続補足書
2008.02.25 登録料納付
［登録］
2008.02.06 登録査定書
2008.02.25 設定納付書
2008.03.11 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.29 意見書
2006.04.03 手続補足書
2006.04.28 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定
2007.05.21 手続補正書
2007.05.24 手続補足書
2008.02.25 登録料納付
［登録］
2008.02.06 登録査定書
2008.02.25 設定納付書
2008.03.11 登録証
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

18

§Ｎｅｗｔｙｐｅ

通常 2005-079126

42,44

19

植物病院

通常:
2005-083051
標準

41,43

20

スポーツラウンジ

通常:
2005-087296
標準

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

指定商品・役務
【41】通信を用いて行うゲームの提供，通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提
供，通信を用いて行う音楽又は音声の提供，通信を用いて行う音楽又は音声の提供に関
する情報の提供，通信を用いて行う映像又は画像の提供，通信を用いて行う映像又は画
像の提供に関する情報の提供，通信を用いて行う映画の提供，通信を用いて行う映画の
提供に関する情報の提供，当せん金付証票の発売，当せん金付証票の発売に関する情
報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は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，献体の手配に関する情報の提供，セミ
ナーの企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供，動物の
調教，動物の調教に関する情報の提供，植物の供覧，植物の供覧に関する情報の提供，
動物園・図書館・美術館又は博物館に関する情報の提供，動物の供覧，動物の供覧に関
する情報の提供，電子出版物の提供，電子出版物の提供に関する情報の提供，図書及び
記録の供覧，図書及び記録の供覧に関する情報の提供，美術品の展示，美術品の展示に
関する情報の提供，庭園の供覧，庭園の供覧に関する情報の提供，洞窟の供覧，洞窟の
供覧に関する情報の提供，書籍の制作，書籍の制作に関する情報の提供，映画・演芸・演
劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企
画又は運営に関する情報の提供，映画の上映・制作又は配給，映画の上映・制作又は配
給に関する情報の提供，演芸の上演，演芸の上演に関する情報の提供，演劇の演出又は
上演，演劇の演出又は上演に関する情報の提供，音楽の演奏，音楽の演奏に関する情報
の提供，放送番組の制作，放送番組の制作に関する情報の提供，教育・文化・娯楽・ス
ポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），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。）に関する情報の提供，放送番
組の制作における演出，放送番組の制作における演出に関する情報の提供，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，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に関する情報
【42】植物および自然環境を保全・育成するための検査・研究ならびにそれに関する助言・
情報提供，植物の病気・虫害・雑草害・薬害・環境汚染障害・動物による食害の検査・診
断・研究ならびにそれに関する助言・情報の提供，畑・水田・果樹園・苗木育成圃場・庭園・
水耕栽培施設・植物栽培工場等の植物育成地の自然環境保全・修復に関する検査・診
断・研究ならびにそれらに関する助言・情報の提供
【44】植物の健康状態の診断・治療及びこれらに関する助言・情報の提供，植物の病気・虫
害・雑草害・薬害・環境汚染障害・動物による食害の防除ならびにそれに関する助言・情報
の提供，畑・水田・果樹園・苗木育成圃場・庭園・水耕栽培施設・植物栽培工場等の植物育
成地における自然環境を保全・修復するために行う雑草・有害動物の防除又は植物の病
気の治療・予防及びこれらに関する助言・情報の提供，植物育成地における雑草・有害動
物の防除又は植物の病気の治療・予防のために使用する農業用機械器具の貸与

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.29 意見書
2006.04.03 手続補足書
2006.05.17 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定
2007.05.21 手続補正書
2007.05.24 手続補足書
2008.02.25 登録料納付
［登録］
2008.02.06 登録査定書
2008.02.25 設定納付書
2008.03.11 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2005.08.26 代理人選任届
2005.09.29 認定･付加情報
2005.10.04 出願番号特定通知書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.03 手続補正書
2006.04.03 手続補足書
2006.04.03 意見書
2006.05.11 認定･付加情報
2007.02.06 拒絶査定
2007.03.08 手続補足書
2007.12.19 登録料納付
2008.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.11.20 登録査定書
2007.12.19 設定納付書
2008.01.22 登録証

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授に関する助言・指導 【中間記録情報】
及び情報の提供，健康管理についての知識の教授及びスポーツの教授，スポーツ用品又 ［審査］
2005.09.16 願書
は健康機器の貸与に関する情報の提供，スポーツ用品又は健康機器に関する知識の教
授のための資料の展示
2005.09.20 認定･付加情報
【43】飲食物の提供
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))
2006.04.08 手続補正書
2006.04.08 意見書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

21

22

商標（見本）

商標

スポーツアドバイザリーラウンジ

ＬＥＡＤＳ

種別 出願番号

区分

09,35,36,42

【09】企業の財務指標評価・企業の経営指標評価又は企業の債務評価のための電子計算
機用プログラム，経営の診断のための電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械
器具及びその部品，電気通信機械器具，電子出版物，レコード
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，企業経営に関する情報の提供，商品
の販売に関する情報の提供，財務書類の作成，電子計算機の操作
【36】企業の信用に関する調査，有価証券の貸付け，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土
地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，内国為替取
引，外国為替取引，信用状に関する業務，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，建物又は土地の情報の提供
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，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，
電子計算機の貸与
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴
【35】商品展示会の企画・運営又は開催，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2006.03.16 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.04.24 手続補正書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.04.24 意見書
2006.04.24 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶査定
2007.03.22 手続補正書
2007.12.27 登録料納付
2008.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.06 登録査定書
2007.12.27 設定納付書
2008.01.29 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.22 意見書
2006.08.22 手続補足書
2006.09.19 認定･付加情報
2006.10.17 伺い書
2006.10.27 伺い回答書
2007.02.09 拒絶査定
2007.03.09 手続補足書
2007.05.10 手続補正書(方式)
2007.05.10 手続補足書
2008.02.12 登録料納付
［登録］
2008.02.01 登録査定書
2008.02.12 設定納付書
2008.03.11 登録証

【36】建物又は土地の鑑定評価，建物又は土地の情報の提供
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2005.11.18 手続補正書(方式)
2005.12.27 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.25 意見書
2007.02.02 拒絶査定

通常:
2005-087298
標準

通常:
2005-087351
標準

ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩ 通常:
2005-092951
ＯＮ
標準

36,41

24

住宅価格インストラクター

通常:
2005-096357
標準

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

中間記録

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授に関する助言・指導 【中間記録情報】
及び情報の提供，健康管理についての知識の教授及びスポーツの教授，スポーツ用品又 ［審査］
2005.09.16 願書
は健康機器の貸与に関する情報の提供，スポーツ用品又は健康機器に関する知識の教
授のための資料の展示
2005.09.20 認定･付加情報
【43】飲食物の提供
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))
2006.04.08 手続補正書
2006.04.08 意見書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶査定

25,35

23

指定商品・役務

41,43
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

25

霊性意識開発講座＼Ｓｐｉｒｉｔｕａｌｉ
ｔｙ Ｃｏｎｓｃｉｏｕｓｎｅｓｓ Ｂｒｉｇｈｔｅ
ｎｉｎｇ Ｃｏｕｒｓｅ＼スピリチュアリ 通常 2005-097798
ティ コンシャスネス ブライトニ
ング コース

43

26

27

28

立体商標

本設地盤注入

リンパリング

通常:
2005-100055
立体

指定商品・役務

16,37

【16】カタログ，雑誌，書籍，新聞，パンフレット
【37】地盤改良工事

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2005.11.17 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)
2007.02.16 拒絶査定

41,44

【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸
与
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.07 拒絶査定
2007.05.30 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

通常:
2005-102490
標準

通常:
2005-103928
標準

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

中間記録

【41】宗教に関する知識の教授及び思想の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教
【中間記録情報】
授，宗教に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運 ［審査］
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 2005.10.19 願書
の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音 2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.05.26 意見書
2007.02.20 拒絶査定
画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機
器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の
企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及
びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企
画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車
競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯
楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席
の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレ
ビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気
テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，お
もちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮
【43】石焼きラーメンの提供
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2005.11.01 手続補正書
2005.12.08 上申書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.17 手続補正書
2006.10.17 意見書
2006.11.21 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

29

30

商標（見本）

商標

ＶＲＭａｐ

Ｌｅｇａｌ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09,42,45

区分

【09】インターネットその他のコンピュータネットワークを介してダウンロードされる地図・視覚
的に表現可能な地理的画像（地図又は地理に関する文字・図形・写真・映像・音声など），
地図データ・画像データその他の地理的情報を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ・その他の記録済
み電子媒体
【42】地図データ・画像データその他の地理的情報を電子計算機に表示させる電子計算機
用プログラムの提供
【45】電子計算機を用いて行うデジタル化された住宅地図情報・道路地図情報の提供，そ
の他の地図情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.14 手続補足書
2005.11.22 手続補正書(方式)
2005.11.24 認定･付加情報
2005.11.24 認定･付加情報
2005.11.24 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
2006.08.17 手続補正書(方式)
2006.08.17 手続補正書(方式)
2006.09.20 認定･付加情報
2006.09.20 認定･付加情報
2007.02.20 拒絶査定

41,42

【41】セミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報
の提供，献体の手配，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，オンラインによる電
子書籍の供覧，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・スポーツ用ビデオ制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機
器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，興行の企画・運営
又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動
車競走の興行に関するものを除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の
提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・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，映写機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，テ
レビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気
テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，書
画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】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，法律に関する研究，
国内・国外の法律に関する情報の提供，デザインの考案，電子計算機・自動車その他その
用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とす
る機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，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，電子
計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機
【41】セミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報
の提供，献体の手配，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，オンラインによる電
子書籍の供覧，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・スポーツ用ビデオ制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機
器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，興行の企画・運営
又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動
車競走の興行に関するものを除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の
提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・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，映写機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，テ
レビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気
テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，書
画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】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，法律に関する研究，
国内・国外の法律に関する情報の提供，デザインの考案，電子計算機・自動車その他その
用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とす
る機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，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，電子
計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2005.12.08 認定･付加情報
2006.05.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.19 上申書
2006.06.20 認定･付加情報
2007.01.11 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2007.02.27 拒絶査定

通常 2005-106781

通常:
2005-114861
標準

41,42

31

Ｌｅｇａｌ Ｃｏｕｎｓｅｌｏｒ

通常:
2005-114862
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
2005.12.08 認定･付加情報
2006.05.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.19 上申書
2006.06.19 認定･付加情報
2007.01.11 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2007.02.27 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41,42

32

Ｓｏｌｉｃｉｔｏｒ＼ソリスター

通常 2005-114864

03,16,41,44

33

ヒーリングコスメ＼Ｈｅａｌｉｎｇ Ｃｏ
通常 2005-115776
ｓｍｅ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】セミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報 【中間記録情報】
の提供，献体の手配，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，オンラインによる電 ［審査］
子書籍の供覧，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 2005.12.07 願書
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 2005.12.08 認定･付加情報
出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ制作（映 2006.05.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機
器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，興行の企画・運営 条1項11号を除く))
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 2006.06.19 上申書
2006.06.20 認定･付加情報
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 2007.01.11 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2007.02.27 拒絶査定
場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，テ
レビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気
テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，書
画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】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，法律に関する研究，
国内・国外の法律に関する情報の提供，デザインの考案，電子計算機・自動車その他その
用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とす
る機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，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，電子
計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機
【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］
2005.12.09 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 2005.12.09 認定･付加情報
毛
2006.05.29 刊行物等提出書
2006.06.26 認定･付加情報
【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， 2006.06.30 刊行物等提出による通知書
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 2006.07.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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， 2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
2006.12.20 意見書
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 2006.12.20 認定･付加情報
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 2006.12.21 手続補足書
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2007.01.25 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，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，
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,16,41,44

34

ヒーリングメイクアップ＼Ｈｅａｌｉｎ
通常 2005-115777
ｇ Ｍａｋｅｕｐ

45

35

直接メール鑑定

通常:
2005-117924
標準

41

36

１００秒ＩＲ

通常:
2005-118610
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］
2005.12.09 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 2005.12.09 認定･付加情報
毛
2006.05.29 刊行物等提出書
2006.06.23 認定･付加情報
【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， 2006.06.30 刊行物等提出による通知書
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 2006.07.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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， 2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
2006.12.20 意見書
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 2006.12.20 認定･付加情報
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 2006.12.21 手続補足書
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2007.01.25 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，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，
【45】ファッション情報の提供，ファッションに関する指導・助言又は相談及びこれに関する 【中間記録情報】
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及びこれ ［審査］
に関する情報の提供，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供及びこれに関する情 2005.12.15 願書
2005.12.15 認定･付加情報
報の提供，個人の身元又は行動に関する調査及びこれに関する情報の提供，占い・易の
2006.06.15 出願人名義変更届(一般承継)
提供及びこれに関する情報の提供，占いや易を希望する顧客にとって選択基準となる占
い・易の人気ランキング情報の提供，移動体電話機・その他の電話機による通信を用いて 2006.08.04 認定･付加情報
行う占い・易の提供及びこれに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行 2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
う占い・易の提供及びこれに関する情報の提供，身の上相談・人生相談及びこれに関する 条1項11号を除く))
情報の提供，移動体電話機・その他の電話機による通信を用いて行う身の上相談・人生相 2006.10.24 手続補正書
談及びこれに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行う身の上相談・人 2006.10.24 認定･付加情報
生相談及びこれに関する情報の提供，命名相談及びこれに関する情報の提供，移動体電 2006.11.02 意見書
話機・その他の電話機による通信を用いて行う命名相談及びこれに関する情報の提供，電 2006.11.06 認定･付加情報
子計算機端末による通信を用いて行う命名相談及びこれに関する情報の提供，占いの斡 2007.02.23 拒絶査定
旋・媒介又は取次ぎ及びこれに関する情報の提供，占いを希望する顧客の条件に適合す
る占い師の斡旋・媒介又は取次ぎ及びこれに関する情報の提供，占いを希望する顧客に
とって選択基準となる占い師に関する情報の提供，家事の代行及びこれに関する情報の
提供，衣服の貸与及びこれに関する情報の提供，祭壇の貸与及びこれに関する情報の提
供，火災報知器の貸与及びこれに関する情報の提供，消火器の貸与及びこれに関する情
報の提供，家庭用電熱用品類の貸与（他の類に属するものを除く。）及びこれに関する情
【41】通信網を介した映像又は動画の提供，当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2005.12.16 願書
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 2005.12.20 認定･付加情報
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 2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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・ 項16号)
2006.07.03 意見書
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
2006.07.05 認定･付加情報
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・ 2007.02.26 拒絶査定
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
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.
37

38

39

40

41

42

商標（見本）

商標

種別 出願番号

Ｅｖｅｎｉｎｇ Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ

通常:
2005-119370
標準

Ｄａｙｔｉｍｅ Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ

通常:
2005-119372
標準

Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｓｕｒｇｅ

Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ

モーニングサージ

ヒーリングカウンセリング

区分

指定商品・役務
【09】電子計算機用プログラム
【10】血圧計，その他の医療用機械器具
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.15 拒絶査定

09,10,42

【09】電子計算機用プログラム
【10】血圧計，その他の医療用機械器具
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.15 拒絶査定

09,10,42

【09】電子計算機用プログラム
【10】血圧計，その他の医療用機械器具
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 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)
2007.02.15 拒絶査定

09,10,42

【09】電子計算機用プログラム
【10】血圧計，その他の医療用機械器具
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 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)
2007.02.15 拒絶査定

09,10,42

【09】電子計算機用プログラム
【10】血圧計，その他の医療用機械器具
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 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)
2007.02.15 拒絶査定

45

【45】占い

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.23 上申書
2006.01.31 上申書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.02.20 認定･付加情報
2006.03.09 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)
2006.06.21 手続補正書
2006.06.21 意見書
2006.07.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.02.09 拒絶査定

通常:
2005-119375
標準

通常:
2005-119376
標準

通常:
2005-119377
標準

通常 2005-119636

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

09,10,42

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,37,41,42

43

ｅ文書ソリューション

通常:
2005-119822
標準

09,42

44

ＮｅｔｗｏｒｋＱｕｅｕｉｎｇＳｙｓｔｅｍ

通常:
2005-120465
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，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，輸出入に関する事務の代理又は代行，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，国際標準規格の認証取得のための事業経営に関するコンサルティング
又はこれらに関する情報の提供，ネットワークによるデータベース検索の代行
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，事務用機械器具
の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保
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，印刷用又は製本用の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
【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，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，文化又は教育のための講演会・展示会の企画・運営又は開催
又はこれらに関する情報の提供，ネットワークによる翻訳，電子計算機端末による通信を
用いて行なう翻訳その他の翻訳，書籍の編集
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，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，電子計算機の設計，受託による輸出先国の安全規格に基づく製
品の検査及び試験，受託による電磁波障害に関する検査及び試験，受託による電子計算
機のプログラムの導入及び環境設定，電子計算機用プログラムの設計及び作成に関する
コンサルティング，外部のネットワークと連携した社内ネットワークの構築を主とする通信
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 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))
2006.10.31 手続補正書
2006.10.31 意見書
2007.02.02 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 意見書
2007.02.09 拒絶査定
2007.03.19 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人変更届
2007.04.27 手続補正書(方式)
2008.05.30 代理人変更届

2008/11/13
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

35,36,37,39,41,42,4 【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
3,44,45

45

ナビカウンター

通常:
2005-120704
標準

35

46

販売店ナビ

通常:
2005-120706
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。

グスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，事業の管理，企業の人事・労務管
理及び求人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行，商
品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営，輸出入に関する
事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，あて名書き
及び書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，電子計算機・タイプライ
ター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気テープのファイリン
グ，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及
びワードプロセッサーの貸与，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信
の事務処理代行，経理事務の代行，企業に関する情報の提供，インターネットのホーム
ページにおける広告用スペースの貸与，求人情報の提供，職業の適性に関する助言，職
業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，自動販売機の貸与，
コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集
【36】金融に関する情報の提供，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及
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
【35】広告，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行
及び管理，商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，トレーディン
グスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，事業の管理，企業の人事・労務管
理及び求人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行，商
品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営，輸出入に関する
事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，あて名書き
及び書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，電子計算機・タイプライ
ター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気テープのファイリン
グ，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及
びワードプロセッサーの貸与，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信
の事務処理代行，経理事務の代行，企業に関する情報の提供，インターネットのホーム
ページにおける広告用スペースの貸与，求人情報の提供，職業の適性に関する助言，職
業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，自動販売機の貸与，
コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集

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

2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.15 手続補正書
2006.08.15 意見書
2006.08.16 手続補足書
2006.08.21 代理人受任届
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.13 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶査定
2007.05.16 手続補正書(方式)
2007.05.17 手続補足書
2007.06.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.06.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2008.02.14 登録料納付
［登録］
2008.01.15 登録査定書
2008.02.14 設定納付書
2008.03.11 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.16 意見書
2006.08.16 代理人受任届
2006.08.30 上申書
2006.08.31 手続補足書
2006.08.31 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
2006.09.28 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶査定
2007.05.16 手続補正書(方式)
2007.05.17 手続補足書
2007.06.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.06.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2008.02.29 登録料納付
［登録］
2008.02.12 登録査定書
2008.02.29 設定納付書
2008.03.18 登録証

2008/11/13
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41,42

47

Ｍｏｂｉｌｅ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ

通常:
2005-122530
標準

09,35,42

48

ＴＲＵＳＴＥＤ

通常:
2005-122612
標準

05,44
49

図形商標

通常 2006-000472

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

指定商品・役務

中間記録

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，庭園の供覧，洞窟の供
覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，電子出版物の提供，映画・演芸・
演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，
演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，スポーツの興行の企画・運営又は
開催，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開
催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，通訳，翻訳，写真
の撮影，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行
場の座席の手配，運動用具の貸与，映像機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，おもちゃ
の貸与，楽器の貸与，カメラの貸与，光学機械器具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，図
書の貸与，ラジオ受信機の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気
テープの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，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，工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の業務，訴
訟事件その他に関する法律事務，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，登記又
は供託に関する手続の代理，社会保険に関する手続きの代理，機械・装置若しくは器具
（これらの部品を含む。）又はこれらにより構成される設備の設計，建築物の設計，測量，
地質の調査，デザインの考案，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作を
するためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等
に関する紹介及び説明，気象情報の提供，計測器の貸与，製図用具の貸与，電子計算機
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，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，失禁用おしめ，人工受精用精液，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，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包帯
液，防虫紙，胸当てパッド
【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，医療用機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.16 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.30 意見書
2007.02.09 拒絶査定
2007.12.03 登録料納付
［登録］
2007.11.28 登録査定書
2007.12.03 設定納付書
2008.01.08 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.01 拒絶査定

2008/11/13
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,09,10,16,41

50

37

【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.02.17 手続補正指令書(出願)
2006.02.20 手続補正書(方式)
2006.03.28 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

41

【41】セミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

ＡＳ ＩＮＤＩＶＩＤＵＡＬ ＡＳ ＹＯＵ
優先 2006-003198
ＡＲＥ

Ｔ－ＯＰＴＩＭＩＺＥＤ

優先 2006-003199

16,41
52

53

54

ＥＱ

無暖房住宅

戦略塾

通常:
2006-003920
標準

通常:
2006-004601
標準

通常 2006-004614

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.02.22 優先権証明書提出書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.31 認定情報通知書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定

05,09,10,16,41

51

指定商品・役務
【05】生組織を材料とする外科用インプラント
【09】コンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品
【10】眼科用インプラント，外科用の眼科用インプラントを埋め込む為の器具，その他の医
療用機械器具
【16】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する書籍・マニュアル・小冊子・パンフレット，その
他の印刷物
【41】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する医師に対する教育・訓練，眼科の屈折矯正の
外科的処置に関するセミナーの企画・運営又は開催，眼科の屈折矯正の外科的処置に関
する書籍の制作，眼科の屈折矯正の外科的処置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。）
【05】生組織を材料とする外科用インプラント
【09】コンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品
【10】眼科用インプラント，外科用の眼科用インプラントを埋め込む為の器具，その他の医
療用機械器具
【16】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する書籍・マニュアル・小冊子・パンフレット，その
他の印刷物
【41】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する医師に対する教育・訓練，眼科の屈折矯正の
外科的処置に関するセミナーの企画・運営又は開催，眼科の屈折矯正の外科的処置に関
する書籍の制作，眼科の屈折矯正の外科的処置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。）
【16】雑誌，書籍その他の印刷物
【41】オンラインによる電子書籍・電子雑誌その他の電子出版物の提供，雑誌・書籍の制作
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.02.22 優先権証明書提出書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.28 期間延長請求書
2007.02.26 拒絶査定

2008/11/13
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No.

55

56

商標（見本）

商標

ＳＮＳマーケット

パートナー

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

35,42

区分

【35】インターネットを介して販売される商品の販売に関するインターネットを利用した情報
の提供，インターネットを介して販売・提供される商品・役務に関するインターネットを利用し
た広告の代理，インターネットを介したショッピングモールにおける商品の売買契約の媒
介・取次ぎ及び情報の提供，インターネットを介して販売される商品の販売促進・インター
ネットを介して提供される役務の提供の促進の企画及び実行の代理であって、インターネッ
ト上にて提供されるもの，インターネットを利用した市場調査
【42】インターネットにおける商品の販売・役務の提供用のホームページの設計・作成・保守
及びこれらに関する情報の提供及びコンサルティング，インターネットによる通信手段を利
用したコンピュータ用プログラムの提供，インターネットを利用したコンピュータ用ソフトウェ
アの提供，インターネットを介した商品の販売・役務の提供に関するインターネット上の情
報を閲覧するためのコンピュータプログラムの提供

45

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.02.17 手続補正指令書(出願)
2006.03.09 上申書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.29 手続補正書
2006.09.29 手続補足書
2006.09.29 手続補足書
2006.09.29 代理人受任届
2006.09.29 意見書
2006.10.11 手続補正書
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2007.02.06 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.08 拒絶査定
2007.08.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.10.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.10.20 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

通常:
2006-006496
標準

通常:
2006-006692
標準

16,41

57

特別個別指導

通常 2006-007235

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.01.31 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.09 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,42,45

58

Ｍｅｓｓａｇｅ Ｅｘｃｈａｎｇｅ＼メッ
セージエクスチェンジ

通常 2006-007767

41,44
59

60

61

少林内勁十六尊羅漢気功

羅漢気功

エココート＼ＥＣＯＣＯＡＴ

通常:
2006-009134
標準

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，インターネットにより提供されるダウンロード可能な携帯用液
晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム，インターネットにより提供されるダウンロード可能な
移動体電話機用ゲームプログラム，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，インターネット
で提供されるダウンロード可能な音楽，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，ダウンロード可能な雑誌・書
籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報，その他の電子出版物
【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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授
【44】あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医
療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.04 願書
2006.02.15 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)
2007.02.05 拒絶査定

41,44

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授
【中間記録情報】
【44】あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医 ［審査］
2006.02.04 願書
療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導
2006.02.15 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)
2006.12.10 上申書
2007.01.12 認定･付加情報
2007.02.05 拒絶査定

07,40

【07】直動案内軸受，ボールねじ，その他の機械要素（陸上の乗物用のものを除く。）
【40】金属の加工

通常:
2006-009135
標準

通常 2006-012873

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.02.01 願書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.24 意見書
2006.10.25 手続補足書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.11.27 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 意見書
2006.11.24 手続補足書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.02.27 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

62

ＵＰＫＩ

通常:
2006-013037
標準

09,41

63

フォトスタイル

通常:
2006-013937
標準

41
64

やすらぎＤＶＤ

通常 2006-014910

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】インターネットその他のコンピュータネットワーク上での電子取引若しくは通信における
デジタル署名の認証又はデジタル通信の認証若しくは暗号化に使用されるデジタル証明
書の発行及び管理に関連した既存のデータベースを使用した本人証明のためのコン
ピュータソフトウエア，デジタル証明書の発行・検証・管理及び公開鍵基盤（ＰＫＩ）サービス
及びその他の管理セキュリティサービスを既存の通信ネットワーク及びソフトウエアと統合
するためのコンピュータソフトウエア，インターネット及びコンピュータデバイス間その他の
通信手段による機密情報・学術情報・その他のデジタル情報の安全な伝送を可能にする暗
号化ソフトウエア，電子応用機械器具及びその部品
【42】デジタル証明書認証の分野における他社に対するアウトソース管理，デジタル証明書
発行，インターネットその他のコンピュータネットワーク上での電子取引及び通信のための
コンピュータ認証・暗号化及び証明，インターネットその他のコンピュータネットワーク上で
の電子取引及び通信におけるセキュリティのために使用される認証・暗号化及び証明，本
人確認の認証・インターネットその他のコンピュータネットワーク上での電子取引若しくは通
信におけるデジタル署名の認証又はデジタル通信の認証若しくは暗号化のためのデジタ
ル証明書の発行及び管理，インターネットその他のコンピュータネットワーク上でのセキュリ
ティアクセス・許可・認証・暗号化及び本人確認システムの開発・設計・実装・試験・分析及
びコンサルティング，デジタル証明書の発行及び管理のコンピュータシステムの開発・統合
及び操作，デジタル証明書の発行及び管理のためのシステムの開発及び実施，公開鍵基
盤（ＰＫＩ）の検証・認証システムの配布及び管理，機密情報・学術情報の提供その他電子
商取引におけるオンラインによる利用者の証明，機密情報・学術情報の提供その他電子商
取引におけるオンラインによる利用者の本人確認・証明，インターネットその他のコンピュー
タネットワーク運営者及び利用者の認証及び当該認証にかかわる電子証明書の発行，イ
ンターネットその他のコンピュータネットワークを利用した情報提供者の認証及びアクセス
制御システムの設計並びにこれに関する助言，電子計算機のプログラムの設計・作成又
【09】ダウンロード可能な画像・映像・文字，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，録画済みビデオテープ・ビデオディスク及びその他の記録媒
体，ダウンロード可能な音楽又は音声，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，
メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電
子計算機，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，携帯電
話機用ストラップ，その他の電気通信機械器具，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，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，
業務用テレビゲーム機，眼鏡，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，
金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用
又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器
具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマ
シン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車
場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー
消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号
機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，
電動式扉自動開閉装置，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，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，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
【41】通信を用いて行う画像・映像・音楽・音声の提供，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，
【41】葬儀用ビデオ・ＤＶＤの制作，録画済み磁気テープ・ＤＶＤの貸与，セミナーの企画・運
営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，放送番組の制作，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），レコード又は録音
済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.07.04 伺い書
2006.07.14 伺い回答書
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))
2007.02.09 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.02.17 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)
2007.02.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.27 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

65

66

67

68

69

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【10】床暖式サウナ
【11】床暖式サウナ
【19】床暖式サウナ
【42】床暖式サウナ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.03.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.03.29 手続補正書(方式)
2006.04.28 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))
2007.02.02 拒絶査定

03,30,31,41,43,44

【03】せっけん類，化粧品，香料類
【30】菓子及びパン
【31】野菜
【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，運動施設の提供
【43】介護に関する相談及び情報提供，老人又は障害者の介護又は養護施設の提供，老
人又は障害者の養護及び介護，宿泊施設の提供，飲食物の提供，保育所における乳幼児
の保育
【44】美容，あん摩・マッサージ及び指圧，きゅう，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，
調剤，栄養の指導

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.07.21 刊行物等提出書
2006.08.17 認定･付加情報
2006.08.22 刊行物等提出による通知書
2006.08.23 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.06 拒絶査定

41

【41】宗教教育，技芸・スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.03.07 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))
2006.10.04 手続補正書
2006.10.04 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

16,21,28,41

【16】絵本
【21】歯ブラシ，乳歯入れ
【28】おもちゃ
【41】アルバム・絵本・カレンダーの制作の企画

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.03.25 手続補正書(方式)
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.28 手続補正書
2006.10.13 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.30 手続補正書(方式)
2006.12.15 認定･付加情報
2006.12.22 補正の却下の決定
2007.02.02 拒絶査定

35

【35】インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買に関する契 【中間記録情報】
約の媒介又は取次ぎ，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品 ［審査］
2006.02.17 願書
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を介して行なう求人情報の提供，
コンピュータネットワーク利用動向に関する市場調査並びにそれらの調査結果の分析及び 2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定
それらの調査結果に基づく企業の経営に関する情報の提供

にっぽん さうな＼ＮＩＰＰＯＮ Ｓ
通常 2006-016052
ＡＵＮＡ

美肌再生オーダーメード

ネバー・マインド

歯の女神ティンクル

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ＼Ｓｔａｔｉｏｎ

通常:
2006-016258
標準

通常:
2006-016488
標準

通常 2006-017089

通常 2006-018118

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

10,11,19,42
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2008/11/13
22／88

３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

70

71

72

商標（見本）

商標

オンデマンド警備システム

さざれ焼き

絵本フェスティバル

種別 出願番号

区分

07,29,40

【07】食料加工用又は飲料加工用の機械器具
【29】食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍うなぎ，加工水産物
【40】食料品の加工，食料品加工機械の貸与

【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)
2007.02.02 拒絶査定

16,41

【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，ポストカード紙
【41】絵本又は絵本制作に関する知識の教授，絵本又は絵本制作に関するセミナーの企
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，絵本又は絵
本制作に関する興行の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動
施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提
供，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又は光ディスクの貸与，録画済み磁気テープ又は光ディスクの貸与，

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

通常:
2006-018365
標準

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

中間記録

【45】夜間警備，防犯用及び保安用警報機による監視，個人の身元又は行動に関する調査 【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.08.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 意見書
2006.11.14 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定

通常:
2006-018142
標準

通常:
2006-018421
標準

指定商品・役務

45
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

73

セキュアドキュメント管理

通常:
2006-018901
標準

09,42

74

ＲｏｏｔＤｉｓｋＭｏｎｉｔｏｒ

通常:
2006-018902
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］
2006.03.03 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

75

あんしん医療キャッシュバック６
通常 2006-019675
０

09,35,42

76

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏｍ
通常 2006-019714
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ

09,35,42

77

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏｍ
通常 2006-019818
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ ｖｅｒ．２．０

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

指定商品・役務
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，生命保険及び損害保険
についての相談，保険情報の提供，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含
む。）及び定期積金の受入れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保
証及び手形の引受け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属
その他の物品の保護預かり，両替，金融先物取引の受託，投資信託の引受け，金銭・有
価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信
託の引受け，遺言信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に関する業
務，割賦購入のあっせん，金融情報の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金
の徴収の代行，ガス料金又は電気料金の支払の取次ぎ，クレジットカードの発行の取次
ぎ，クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算，有価証券の売買・有価証券
指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売
買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒
介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物
取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場に
おける有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代
理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式
市況に関する情報の提供，有価証券に係る投資顧問契約に基づき口頭・文章及びその他
の方法により行う助言，商品市場における先物取引の受託，建物の管理，建物の貸借の
代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の
鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の
売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，土地・建物に関する相談，土地の有
効活用に関する企画及び指導，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評価，中古自動車
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定
2007.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

78

§Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏ
通常 2006-019821
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ ２

09,35,42

79

ＩＭＣ ｖｅｒ．２．０

通常 2006-019827

09,42

80

業務モニター

通常:
2006-020410
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】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
【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，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオ
ディスク及びビデオテープ，電子出版物
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 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)
2007.02.09 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

81

ユビキタス業務変革プログラム

通常:
2006-021495
標準

03,44

82

ベビータッチオイリング

通常 2006-023139

39
83

御用聞

指定商品・役務

中間記録

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.09.29 手続補正書
2006.09.29 意見書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.15 意見書
2007.02.02 拒絶査定
2007.02.27 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人変更届
2007.12.17 登録料納付
［登録］
2007.11.30 登録査定書
2007.12.17 設定納付書
2008.01.22 登録証

通常:
2006-023251
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］
2006.03.15 願書
2006.03.15 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)
2007.02.16 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.07 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

84

クラスタシステム構築サービス

通常:
2006-023573
標準

09,42

85

ＣＭＭＩコンサルティングサービ 通常:
2006-023578
ス
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］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

86

ＩＰテレフォニーソリューション

通常:
2006-023579
標準

09,42

87

ＤＷＨコンサルティングサービス

通常:
2006-023580
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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.09.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.21 刊行物等提出書
2006.10.19 認定･付加情報
2006.10.20 刊行物等提出による通知書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

88

ＢＣサービス

通常:
2006-023581
標準

09,42

89

ｉＳｔｏｒａｇｅＭａｎａｇｅｒ

通常:
2006-023582
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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

90

ＩＳＴＯＲＡＧＥＭＡＮＡＧＥＲ

92

93

94

金口訣

金口訣占術

面相占術

ＧＡＺＡＥＢＡＬ＼ガゼバル

39

【39】海外における占いのための海外旅行の企画又は実施，海外における占いのための
海外旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する相談，旅行情報の提供，旅行に関する契約（宿泊に関
するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，他人の携帯品の一時預かり，車両による輸
送，道路情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定

39

【39】海外における占いのための海外旅行の企画又は実施，海外における占いのための
海外旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する相談，旅行情報の提供，旅行に関する契約（宿泊に関
するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，他人の携帯品の一時預かり，車両による輸
送，道路情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定

09,41

【09】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，電 【中間記録情報】
子出版物
［審査］
【41】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，音楽の演
2006.03.06 願書
奏，放送番組の制作，音響用又は映像用のスタジオの提供，楽器の貸与
2006.03.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 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))
2007.02.23 拒絶査定
2007.03.13 再送

通常:
2006-023583
標準

通常:
2006-023685
標準

通常:
2006-023686
標準

通常:
2006-023687
標準

通常 2006-024489

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

39
91

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
【39】海外における占いのための海外旅行の企画又は実施，海外における占いのための
海外旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する相談，旅行情報の提供，旅行に関する契約（宿泊に関
するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，他人の携帯品の一時預かり，車両による輸
送，道路情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36,37

95

耐震空間

97

98

ソフトウェア・ジャストインタイム

超そっくり＼人形

タクシーのりば

40

【40】受託による人形の製作

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.08.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.01 拒絶査定

39

【39】タクシーによる輸送の仲介・媒介又は取次ぎ，タクシーの予約の代行，タクシーによる 【中間記録情報】
輸送に関する情報の提供（ただし「タクシー乗り場に関する情報の提供」を除く。），タクシー ［審査］
2006.03.22 願書
を用いた主催旅行の実施，タクシーによる旅行者の案内に関する契約の仲介・媒介又は
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
取次ぎ，旅行者のためのタクシーによる輸送契約の仲介・媒介又は取次ぎ
項16号)
2006.10.20 手続補正書
2006.10.20 手続補足書
2006.10.20 意見書
2006.11.17 認定･付加情報
2006.11.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.16 拒絶査定

通常:
2006-024825
標準

通常:
2006-024999
標準

通常 2006-025150

通常:
2006-025427
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］
2006.03.20 願書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 意見書
2006.10.25 意見書
2006.10.25 手続補足書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.11.10 通知書(再提出通知)
2006.11.22 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定

42
96

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，クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清
算，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，ガス料金又は電気料金の
支払の取次ぎ，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び
外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプショ
ン取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価
証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・
取次ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先
物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証
券の募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取
引の受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代
理，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建
物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物
又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売
買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の
評価，宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，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
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，人材の派遣による電子計算機のプ
ログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する
情報の提供，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング，
情報処理システムの設計・作成又は保守に関する情報の提供，情報処理システムの設
計・作成又は保守に関するコンサルティング，電子計算機による情報処理，通信回線を利
用した電子計算機のプログラムの提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

99

100

101

商標（見本）

商標

寿司 Ｄｉｎｉｎｇ 桜鯛

Ｓｐｉｎａｌ Ｃａｒｅ＼スパイナルケ
ア

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

43

【43】すしを主とする飲食物の提供

44

【44】カイロプラクティック

09,42

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

通常 2006-025708

通常 2006-026140

ストリーミング統合プラットフォー 通常:
2006-026329
ム
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.08.31 拒絶理由通知書(第4条各号+第4条1項11
号)
2006.10.04 手続補正書
2006.10.04 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2006.11.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.28 意見書
2007.02.01 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.05 手続補正書
2006.10.05 手続補足書
2006.10.05 意見書
2006.11.02 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.03.24 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)
2007.02.16 拒絶査定

2008/11/13
33／88

３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

102

ＰｒｅｓｅｎＸｐｅｒｔ

通常:
2006-026338
標準

22,23,24,25,40

103

ナノピグメントカラー＼ＮＡＮＯ
ＰＩＧＭＥＮＴ ＣＯＬＯＲ

通常 2006-026996

09,41,42

104

ＳｍａｒｔＳＥＣＵＲＩＴＹＳＯＬＵＴＩＯ 通常:
2006-027251
Ｎ
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，電気式へアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電
子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用
シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼
鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウェットスーツ，浮袋，運
動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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
【22】原料繊維
【23】糸
【24】織物
【25】被服，運動用特殊衣服
【40】布地・被服又は毛皮の加工処理

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2007.02.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.03.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.13 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】
［審査］
【41】情報セキュリティに関する知識の教授，情報のセキュリティマネジメントに関する教
育，情報セキュリティマネジメントの分野におけるセミナー・会議の企画・運営又は開催
2006.03.28 願書
【42】コンピューターシステムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言・情報の提
2006.08.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
供，コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言・情報の提 項16号)
2007.02.14 拒絶査定
供，オンラインによるユーザーの本人認証・証明，電子計算機用プログラムの提供，電子
計算機の貸与，コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに
基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおける
ハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる監視
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

105

パパ・ママコーチング

通常:
2006-027642
標準

39
106

107

108

109

ソッコウ便

トウキヨウ＼メール

利再来

ヘッドヒーリングセラピスト

指定商品・役務

中間記録

【09】録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，その他の録音済み記録媒体，ダウ
ンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像・画像，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，電子書籍・電子雑誌その他の電子出版物，電子計算
機用プログラム，電子計算機（中央処理装置その他の周辺機器を含む。），その他の電子
応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，写真機械器具
【16】新聞，雑誌その他の定期刊行物（電子雑誌その他の電子出版物の内容を記憶させた
記録媒体が付録として付いたのもの・画像又は音声を記憶させた記録媒体が付録として付
いたのものを含む。），カレンダー，絵はがき，絵本，漫画本，ハンドブック，ポスター，その
他の印刷物，教材（器具に当たるものを除く。），雑誌・日記帳・時刻表用カバー，模型又は
塑像製作用の粘土，絵筆，木材パルプ製ボード紙（文房具），索引カード用付せん，封かん
紙，サイン帳，アドレス帳，グリーティングカード，ペーパーリボン，ルーズリーフ式バイン
ダー，絵の具箱（学用品），ブックカバー，システム手帳カバー，事務用ペーパーナイフ又は
カッター，字消し用品，チョーク保持用具，図表指示棒（電気式のものを除く。），スタンプホ
ルダー，ペンケース，写真台紙用具，アルバム，ノートブック，用せん，便せん，封筒，その
他の紙製文房具，ペン，鉛筆，クレヨン，マーカー，その他の筆記用具，カンバス，その他
の絵画用材料，消しゴム，定規，スタンプ台，ステッカー，しおり，スタンプ，その他の文房
具類，小切手帳ホルダー，パスポートホルダー，はがき，ポートレート，写真，写真立て，模
型又は塑像製作用のペースト，その他の事務用又は家庭用ののり及び接着剤，澱粉を原
料とする包装用詰物材，紙製包装用容器，事務用ゴムバンド，天ぷら敷紙，電子レンジ調
理用袋，紙製コースター，紙製コーヒーフィルター，紙製テーブルマット，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，ししゅう用図案，型紙，裁縫用
チャコ，紙製のぼり，紙製旗，化粧落とし用紙ナプキン，化粧落とし用ティッシュペーパー，
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，紙製
テーブルクロス，板紙，包装用紙，贈り物用装飾付包装用紙，トイレットペーパー，図表用
【39】車両による運送，貨物のこん包，貨物輸送の媒介，貨物の積卸し，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.10.02 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))
2007.02.05 拒絶査定

通常 2006-027649

39

【39】車両による運送，貨物のこん包，貨物輸送の媒介，貨物の積卸し，寄託を受けた物品 【中間記録情報】
の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり
［審査］
2006.03.15 願書
2006.07.18 上申書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 通知書(再提出通知)
2007.02.09 拒絶査定

40

【40】廃棄物の再生，一般廃棄物の収集・分別及び処分

44

【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
【中間記録情報】
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・ ［審査］
2006.03.29 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 2006.03.29 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
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，花の飾りつけ，花輪の作成
2007.02.02 拒絶査定

通常 2006-027654

通常 2006-027830

通常:
2006-027900
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 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)
2007.02.09 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.01 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

110

111

112

113

商標（見本）

商標

佐野ゴルフクラブ

プロ野球２４

デジタルコロタイプ

情報モラルＮａｖｉ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【41】ゴルフ場の提供，ゴルフの興行の企画・運営又は開催

35,38,41

【35】プロ野球に関する広告，プロ野球に関する商品の販売に関する情報の提供
【中間記録情報】
【38】プロ野球に関する電気通信（放送を除く。），報道をする者に対するプロ野球に関する ［審査］
ニュースの供給
2006.04.03 願書
【41】プロ野球に関する電子出版物の提供，プロ野球を主とする教育・文化・娯楽・スポーツ 2006.09.28 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))
用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），インターネット等の通信ネット
2006.11.07 手続補正書
ワークを利用したプロ野球に関する放送番組の制作・配給，インターネット等の通信ネット
ワークを利用したプロ野球に関する放送番組における演出，プロ野球の興行の企画・運営 2006.11.07 出願人名義変更届
2006.11.07 手続補足書
又は開催，プロ野球に関する興行場の座席の手配，プロ野球に関する写真の撮影
2006.11.07 意見書
2006.12.07 認定･付加情報
2006.12.07 認定･付加情報
2007.02.01 拒絶査定
2008.07.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

40

【40】映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像， 【中間記録情報】
写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与，印刷，印刷用 ［審査］
2006.03.22 願書
機械器具の貸与
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

09,16,41,42

【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
手帳，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・その他の記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗
線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマ
スク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液
晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマ
シン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き
板，レギュレーター，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
コード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオ
ディスク及びビデオテープ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能なコン
ピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，

通常:
2006-028489
標準

通常:
2006-029655
標準

通常 2006-029931

通常 2006-030112

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.08.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.26 意見書
2006.09.26 認定･付加情報
2007.02.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.01 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

114

トータルフィナンシャルプラン
ナー

通常:
2006-030174
標準

38,39,42
115

116

117

クルーズオンライン∞§ＣＲＵＩＳ
通常 2006-030430
Ｅ＼ＯＮＬＩＮＥ

富士見

メガロックシェッド

指定商品・役務

43

【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，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

19,37

【19】セメント及びその製品
【37】建設工事

通常:
2006-031015
標準

通常:
2006-031161
標準

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

中間記録

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，債務 【中間記録情報】
の保証及び手形の引受け，有価証券の貸付，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金 ［審査］
属その他の物品の保護預かり，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物 2006.04.04 願書
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， 2006.04.11 認定･付加情報
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 2006.09.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
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 2007.02.08 拒絶査定
引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代
理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託
の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は
売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，生命保険契約の締結の媒介，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
【38】移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，テレックスによる通信，電報に 【中間記録情報】
よる通信，電話による通信，ファクシミリによる通信
［審査］
【39】主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く）の代 2006.03.23 願書
理，媒介又は取次ぎ，主催旅行の実施に関する情報の提供，旅行業法に規定する旅程管 2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
理業務
号)
2006.10.27 意見書
【42】インターネットにおける検索エンジンの提供，インターネット上のウェブサイトの作成
2006.12.15 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 願書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.09 意見書
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.25 意見書
2006.11.25 手続補足書
2006.11.27 認定･付加情報
2006.12.22 認定･付加情報
2007.02.05 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

118

119

120

商標（見本）

商標

Ｊ／Ｓｐｅｅｄｙ

種別 出願番号

区分

09,41

【09】映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク 【中間記録情報】
及びビデオテープ，電子出版物
［審査］
2006.04.07 願書
【41】映画の上映・制作又は配給及びこれらに関する情報の提供
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

35,39

【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，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
【39】車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，貨物のこん包，貨物の輸
送の媒介，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，自動車の貸与，自動車の貸与の媒介又は取次ぎ，
【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］
2006.04.10 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.10.12 伺い書
2006.10.20 伺い回答書
2006.10.23 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))
2006.11.29 手続補正書
2006.11.29 意見書
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 認定･付加情報
2007.01.11 伺い書
2007.01.19 伺い回答書
2007.02.05 拒絶査定

【41】文化資料のデジタル化に関する資格の認定，文化資料のデジタル化に関する知識の
教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出
版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興
行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音
楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番
組・広告用のものを除く。），興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の
興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），音響
用又は映像用のスタジオの提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提
供，映画機械器具の貸与，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，書

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.14 意見書
2007.02.23 拒絶査定

通常 2006-031727

通常:
2006-032289
標準
44

121

トークセン

通常:
2006-032633
標準

41

122

デジタルアーキビスト

通常:
2006-033773
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】ＩＣチップ，電子計算機用プログラム（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売さ 【中間記録情報】
れるものを含む。），コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，コンピュータプログラ ［審査］
ム用記録済み磁気カード，商品用電子タグ，ＩＣカード（スマートカード），集積回路，その他 2006.04.07 願書
の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，コンピュータネットワークを利用 2006.04.07 認定･付加情報
した電子決済に使用するコンピュータソフトウェア，携帯電話機，コンピュータ
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
【36】クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算，クレジットカード利用明細に 第4条1項11号)
2006.12.27 意見書
関する情報の提供，プリペイドカードの発行，デビットカード利用者に代わってする支払代
2006.12.28 手続補足書
金の決済，債権の回収の代行，金銭債権の取得及び譲渡，両替，ファクタリング，資金の
2007.01.04 認定･付加情報
貸付け，電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済，債務の保証，分割払い購入
資金の貸付け，割賦購入あっせん，ガス料金・電気料金・電話料金・その他の公共料金の 2007.02.01 認定･付加情報
徴収の代行及びこれに関する情報の提供，預金の受入れ，前払式証票の発行，金融に関 2007.02.16 拒絶査定
する個人信用情報の提供，慈善のための募金，加盟店契約に基づくクレジットカード若しく 2007.03.20 手続補正書
2007.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
はデビットカード用精算機・カードリーダー・カードライターの貸与，クレジットカード発行会
2007.11.08 登録料納付
社に代わって行う会員及び加盟店の募集・管理
2008.02.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.31 登録査定書
2007.11.08 設定納付書
2007.12.04 登録証

ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＢＲＥＡＫＴＨＲＯ 通常:
2006-031841
ＵＧＨ ＦＩＬＭＳ
標準

ＴＲＡＶＥＬ ＣＯＮＣＩＥＲＧＥ

指定商品・役務

09,36
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

123

デモメーカー

通常:
2006-033988
標準

企業防衛コンサルタント

通常:
2006-034026
標準

42
124

36,41

125

ＬＩＱＵＩＤＦＵＮＤＳ

通常:
2006-034970
標準

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

指定商品・役務

中間記録

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.20 拒絶査定

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，クレジットカード・デビットカード利用者に代わってす
る支払代金の清算，クレジットカードまたはデビットカードの発行の取次ぎ又は斡旋，年金
資産の運用・管理，前払い式証票の発行，各種料金の徴収・集金の代行，投資，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，公社債の払込金の受入れ及び公社債の元
利金支払の代理，証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代
理，有価証券に関する常任代理，海外において発行された譲渡性預金証書及びコマー
シャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理，譲渡性預金（海外において
発行されたものを除く。）の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理，国内で発行されるコ
マーシャル・ペーパーの発行に係る代理事務，国内で発行されたコマーシャル・ペーパーの
売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理，金融先物取引の受託並びに委託の媒介・取次
ぎ及び代理の引受，証券投資信託受益証券の発行，証券投資信託受益証券の募集・売出
し，信託財産の運用指図，証券投資信託に係る信託財産の収益分配金及び償還金の支
払い，有価証券に関する投資助言，投資一任契約に基づき顧客のために行う投資，商品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.19 期間延長請求書
2007.01.18 意見書
2007.01.18 手続補足書
2007.02.15 認定･付加情報
2007.02.20 拒絶査定
2007.07.19 手続補正書(方式)
2007.07.19 手続補足書
2008.03.12 登録料納付
［登録］
2008.02.12 登録査定書
2008.03.12 設定納付書
2008.04.08 登録証
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

126

営業の現場

128

129

ゾーン・タクシー

Ｌ－ｃｌａｓｓ＼エルクラス

セルフネイル

35

【35】新聞による広告の代理，雑誌による広告の代理，チラシによる広告の代理，その他の
広告，通信ネットワークを利用した広告用スペースの提供，新聞による広告スペースの提
供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の
販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせん，競
売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆
耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレッ
クス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広
告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自
動販売機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.24 意見書
2007.02.02 拒絶査定
2007.05.14 手続補正書
2007.05.14 手続補足書
2008.03.12 登録料納付
［登録］
2008.02.18 登録査定書
2008.03.12 設定納付書
2008.03.31 登録証

44

【44】爪に関する美容

通常:
2006-035054
標準

通常:
2006-035920
標準

通常 2006-036642

通常:
2006-036911
標準
37

130

水の駅

通常 2006-036971

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.17 願書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2007.02.09 拒絶査定

39

127

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，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
【39】タクシーによる輸送，その他の車両による輸送，タクシーによる輸送の手配，タクシー
の配車，タクシーの予約の代行，タクシー輸送の管理，タクシーの運賃・運行状況及び予
約状況に関する情報の提供，道路の地形・天候状況及び渋滞に関する情報の提供，タク
シーの料金・走行距離及び所要時間についての情報の提供，地域別・季節別・天候別及び
時間帯別の道路情報の提供，道路上の車両の位置情報の提供，通信ネットワークを利用
した最適な巡回路の提供，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.06.06 上申書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.07 認定･付加情報
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))
2006.12.18 手続補正書
2006.12.18 意見書
2006.12.18 認定･付加情報
2006.12.18 手続補足書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.22 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
2007.04.05 手続補正書(方式)
2007.05.07 手続補正書(方式)
2007.05.07 手続補足書
2008.07.28 出願却下処分書(登録)

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，暖冷房装置の修 【中間記録情報】
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保 ［審査］
守，冷凍機械器具の修理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修
2006.04.21 願書
理又は保守，浄水装置の修理又は保守，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清
2006.04.28 認定･付加情報
掃，床磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽がまの清掃，貯蔵槽類の清掃
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定
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No.

131

132

133

134

135

商標（見本）

商標

サーモウッド

屋内陵墓

花咲一番＼はなさきいちばん

出玉バトル

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】木材
【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

45

【45】葬儀・法要のための施設の提供，葬儀・法要の執行，墓地又は納骨堂の提供，祭壇 【中間記録情報】
［審査］
の貸与，葬儀・法要に要する衣服装身具の貸与，葬儀・法要・埋葬等に関する情報の提
供，墓地及び納骨堂における永代供養の媒介，墓地及び納骨堂施設の運営管理代行，葬 2006.04.21 願書
儀・法要参拝等に参列する者の送迎，葬儀・法要・埋葬等に関する事務手続きの代行，埋 2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
納記念の植樹及び育成の代行，読経導師の紹介
2006.12.20 意見書
2007.02.02 拒絶査定

01,44

【01】肥料
【44】庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，有害動物の防除（農業・園芸
又は林業に関するものに限る）

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

41

【41】娯楽情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.04.25 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)
2007.02.02 拒絶査定

09,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-036982
標準

通常:
2006-037014
標準

通常 2006-037293

通常:
2006-037974
標準

Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｓｈａｄｏｗ Ｃａｌｃｕｌａｔｉ 通常:
2006-037998
ｏｎ
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

19,37
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.26 拒絶査定
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No.

136

137

138

139

140

商標（見本）

商標

常温ヒートレスグラス

常温ガラス

岡山珈琲館

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

02,37

【02】塗料
【37】建設工事

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

30,43

【30】茶，コーヒー及びココア，コーヒー豆
【43】飲食物の提供

【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1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.28 拒絶査定

30,43

【30】冷凍菓子，アイスクリーム，フローズンヨーグルト，シャーベット，アイスクリームサン
デー，アイスクリームシェーク，シャーベットシェーク，フローズンヨーグルトシェーク，ケー
キ，パイ，コーン型及びボウル型のワッフル模様のコーンカップ
【43】冷凍菓子・アイスクリーム・フローズンヨーグルト及びシャーベットの提供，アイスクリー
ムサンデー・アイスクリームシェーク・フローズンヨーグルトシェーク及びシャーベットシェー
クの提供，ケーキ・パイ・コーン型及びボウル型のワッフル模様のコーンカップの提供，ス
ムージー・ミルクシェーク・清涼飲料及び果実飲料の提供，その他の飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.05.11 手続補正書
2006.06.20 刊行物等提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.26 刊行物等提出による通知書
2006.07.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.11 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))
2007.02.28 拒絶査定

28,41

【28】空手着、空手用具（拳サポーター・プロテクター・マウスピース・帯・ミット）
【41】スポーツ大会（空手道の試合）の企画立案、運営指導、開催。

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

通常:
2006-038318
標準

通常 2006-038319

通常:
2006-038571
標準

通常 2006-039418

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【02】塗料
【37】建設工事

￠ＧＥＲＭＡＮＣＨＯＫＯＬＡＴＥＫ
通常 2006-039032
ＡＫＥ

ＹＡＭＡＧＡ

指定商品・役務

02,37
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41

141

アニソン 取り放題

通常 2006-039993

09,38,41

142

テーマ 取り放題

通常 2006-039995

43
143

こりこりのり

指定商品・役務
【09】ダウンロード可能な地図情報用コンピュータプログラム，ダウンロード可能な携帯電話
用の画像，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・歌詞・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，電子計算機端
末又は移動体電話による通信を用いてダウンロード可能な画像・楽曲・歌詞，テレビ番組
表データを受信し表示する機能を有する携帯電話用コンピュータプログラム
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，インターネットによる通信ネットワークへの接続
の提供，その他の通信ネットワークへの接続の提供（移動体電話・電子計算機端末による
ものを含む），無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，無線ＬＡＮへの接続の提
供，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，テレビジョン放送・有線テレビジョン放送又はラジオ放送の放送番組表に関す
る情報の提供，衛星テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供
【41】運動施設に関する情報の提供，娯楽施設に関する情報の提供，映画・演芸・演劇・音
【09】ダウンロード可能な地図情報用コンピュータプログラム，ダウンロード可能な携帯電話
用の画像，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・歌詞・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，電子計算機端
末又は移動体電話による通信を用いてダウンロード可能な画像・楽曲・歌詞，テレビ番組
表データを受信し表示する機能を有する携帯電話用コンピュータプログラム
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，インターネットによる通信ネットワークへの接続
の提供，その他の通信ネットワークへの接続の提供（移動体電話・電子計算機端末による
ものを含む），無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，無線ＬＡＮへの接続の提
供，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，テレビジョン放送・有線テレビジョン放送又はラジオ放送の放送番組表に関す
る情報の提供，衛星テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供
【41】運動施設に関する情報の提供，娯楽施設に関する情報の提供，映画・演芸・演劇・音
【43】飲食物の提供

通常:
2006-040040
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41

144

血液型人間学＼Ｂｌｏｏｄ ｔｙｐｅ
ｈｕｍａｎｉｃ

通常 2006-040096

09,42
145

146

147

148

149

150

ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＥＤＩＴＩＯＮ

インダストリーエディション

通常:
2006-040257
標準

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
2006.05.09 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
2006.05.09 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
2006.05.09 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
2006.05.01 願書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-040258
標準

通常:
2006-040260
標準

通常:
2006-040262
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］
2006.05.01 願書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
2006.05.09 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

マニュファクチャリングエディショ 通常:
2006-040261
ン
標準

ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 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))
2007.02.16 拒絶査定

09,42

ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ ＥＤＩＴＩＯ 通常:
2006-040259
Ｎ
標準

マニファクチャリングエディション

指定商品・役務
【16】血液型と人間の気質行動、社会現象の関連性に対する研究成果を記した印刷物
【41】血液型と人間の気質行動、社会現象の関連性に対する研究，知識の教授，知識の教
授に関する情報の提供，カウンセラー養成，カウンセラー養成に関する情報の提供セミ
ナーの企画・運営・開催，セミナーの企画・運営・開催に関する情報の提供，映画、演芸、
演劇の興行の企画又は運営，映画、演芸、演劇の興行の企画又は運営に関する情報の提
供，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制
作に関する情報の提供，書籍の制作，書籍の制作に関する情報の提供，放送番組の制
作，放送番組の制作に関する情報の提供，電子出版物の提供，電子出版物の提供に関す
る情報の提供，図書及び記録の供覧，図書及び記録の供覧に関する情報の提供，通訳，
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
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No.

151

152

153

154

商標（見本）

商標

フィナンシャルエディション

ファイナンシャルエディション

種別 出願番号

区分

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
2006.05.09 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.22 拒絶査定

41

【41】ヨガの教授，ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催，ヨガに関する電子出版物 【中間記録情報】
の提供，ヨガに関する書籍の制作，ヨガに関する映画の興行の企画又は運営，ヨガに関す ［審査］
2006.05.01 願書
る映画の上映・制作又は配給，ヨガに関する放送番組の制作，ヨガに関するビデオの制
作，ヨガに関する興行の企画・運営又は開催，ヨガに関する施設の提供，ヨガ道場の提供， 2006.05.01 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
ヨガに関する用具の貸与
項16号)
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 手続補足書
2006.12.20 認定･付加情報
2006.12.20 意見書
2006.12.21 認定･付加情報
2007.01.23 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
2007.03.12 代理人受任届
2007.03.12 手続補足書
2007.05.14 手続補正書(方式)
2007.05.14 手続補足書
2007.12.07 登録料納付
2008.01.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.11.12 登録査定書
2007.12.07 設定納付書
2007.12.25 登録証

41

【41】ヨガの教授，ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催，ヨガに関する電子出版物 【中間記録情報】
の提供，ヨガに関する書籍の制作，ヨガに関する映画の興行の企画又は運営，ヨガに関す ［審査］
2006.05.01 願書
る映画の上映・制作又は配給，ヨガに関する放送番組の制作，ヨガに関するビデオの制
作，ヨガに関する興行の企画・運営又は開催，ヨガに関する施設の提供，ヨガ道場の提供， 2006.05.01 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
ヨガに関する用具の貸与
項16号)
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 手続補足書
2006.12.20 意見書
2006.12.20 認定･付加情報
2006.12.21 認定･付加情報
2007.01.23 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

通常:
2006-040264
標準

フィットネスヨーガ＼ＦＩＴＮＥＳＳ
通常 2006-040485
ＹＯＧＡ

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

中間記録

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
2006.05.09 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
2007.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-040263
標準

スタンダードヨーガ＼ＳＴＡＮＤＡ
通常 2006-040486
ＲＤ ＹＯＧＡ

指定商品・役務

09,42
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155

156

157

商標（見本）

商標

ヒーリングヨーガ＼ＨＥＡＬＩＮＧ
ＹＯＧＡ

種別 出願番号

区分

41

【41】ヨガの教授，ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催，ヨガに関する電子出版物 【中間記録情報】
の提供，ヨガに関する書籍の制作，ヨガに関する映画の興行の企画又は運営，ヨガに関す ［審査］
2006.05.01 願書
る映画の上映・制作又は配給，ヨガに関する放送番組の制作，ヨガに関するビデオの制
作，ヨガに関する興行の企画・運営又は開催，ヨガに関する施設の提供，ヨガ道場の提供， 2006.05.01 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
ヨガに関する用具の貸与
項16号)
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 手続補足書
2006.12.20 認定･付加情報
2006.12.20 意見書
2006.12.21 認定･付加情報
2007.01.23 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

41

【41】ヨガの教授，ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催，ヨガに関する電子出版物 【中間記録情報】
の提供，ヨガに関する書籍の制作，ヨガに関する映画の興行の企画又は運営，ヨガに関す ［審査］
2006.05.01 願書
る映画の上映・制作又は配給，ヨガに関する放送番組の制作，ヨガに関するビデオの制
作，ヨガに関する興行の企画・運営又は開催，ヨガに関する施設の提供，ヨガ道場の提供， 2006.05.01 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
ヨガに関する用具の貸与
項16号)
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 手続補足書
2006.12.20 認定･付加情報
2006.12.20 意見書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.23 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

通常 2006-040487

通常 2006-040492

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】ヨガの教授，ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催，ヨガに関する電子出版物 【中間記録情報】
の提供，ヨガに関する書籍の制作，ヨガに関する映画の興行の企画又は運営，ヨガに関す ［審査］
2006.05.01 願書
る映画の上映・制作又は配給，ヨガに関する放送番組の制作，ヨガに関するビデオの制
作，ヨガに関する興行の企画・運営又は開催，ヨガに関する施設の提供，ヨガ道場の提供， 2006.05.01 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
ヨガに関する用具の貸与
項16号)
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 手続補足書
2006.12.20 意見書
2006.12.20 認定･付加情報
2006.12.21 認定･付加情報
2007.01.23 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

リラックスヨーガ＼ＲＥＬＡＸ ＹＯ
通常 2006-040490
ＧＡ

メディカルヨーガ＼ＭＥＤＩＣＡＬ
ＹＯＧＡ

指定商品・役務

41
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09,41,44

158

ヒーリングチャンネル

通常:
2006-040531
標準

35
159

160

161

162

スクールサーチ！ジャパン

ペットアバター

ドッグアバター

キャットアバター

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，インターネットを通じてダウンロード可能な映像・画像
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
【35】広告，経営の診断叉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，競売の運営，求人情報の提供

通常 2006-040609

【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］
2006.05.02 願書
2006.05.02 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)
2007.02.16 拒絶査定

38

【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ 【中間記録情報】
［審査］
クシミリその他の通信機器の貸与
2006.05.02 願書
2006.05.02 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)
2007.02.16 拒絶査定

38

【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ 【中間記録情報】
［審査］
クシミリその他の通信機器の貸与
2006.05.02 願書
2006.05.02 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)
2007.02.16 拒絶査定

通常:
2006-040717
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］
2006.04.18 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

38
通常:
2006-040716
標準

通常:
2006-040718
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.27 拒絶査定
2008.04.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

163

164

165

166

167

168

169

170

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，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。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.11.06 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))
2007.02.06 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，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。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.06 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，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。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.06 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，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。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.06 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，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。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，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。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

35,36

【35】競売の運営，賃貸物件に関する競売の運営，建物に関する競売の運営，土地に関す
る競売の運営
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.27 拒絶査定

ビューティビジネス Ｂｅａｕｔｙ Ｂ 通常:
2006-040828
ｕｓｉｎｅｓｓ
標準

ビューティビジネス大学院＼Ｇｒ
ａｄｕａｔｅ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｂｅａｕｔｙ 通常 2006-040829
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ

ビューティビジネス研究科＼Ｂｅ
通常 2006-040830
ａｕｔｙ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｃｈｏｏｌ

ビューティビジネス専攻＼Ｂｅａｕ
通常 2006-040831
ｔｙ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｃｈｏｏｌ

ビューティビジネス修士＼Ｍａｓｔ
ｅｒ ｏｆ Ｂｅａｕｔｙ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ＼ 通常 2006-040832
ＭＢＡ ｉｎ Ｂｅａｕｔｙ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ

トータル美容

トータルファッション

こだわりオーダー

通常:
2006-040833
標準

通常:
2006-040834
標準

通常:
2006-040846
標準

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

中間記録

41
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No.

171

172

商標（見本）

商標

リジュベネーション

無外真伝無外流居合兵道

種別 出願番号

区分

無外流居合道

41

【41】無外流居合道の教授，インターネットによる無外流居合道の教授に関する情報の提 【中間記録情報】
供，無外流居合道に関するセミナーの企画・運営又は開催，無外流居合道に関する電子 ［審査］
2006.05.08 願書
出版物の提供，無外流居合道に関する図書及び記録の供覧，無外流居合道に関する書
籍の制作，無外流居合道に関する放送番組の制作，無外流居合道に関するビデオの制作 2006.05.09 手続補足書
2006.06.13 認定･付加情報
（映画・放送番組・広告用のものを除く。），無外流居合道の大会の企画・運営又は開催，
2006.08.10 刊行物等提出書
無外流居合道場の提供，無外流居合道に使用する居合道用具の貸与
2006.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.19 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.20 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.13 拒絶査定
2007.03.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.14 手続補正書(方式)
2007.05.14 手続補正書
2007.05.14 手続補足書
2008.05.13 期間延長請求書
2008.06.02 登録料納付
［登録］
2008.04.14 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.06.17 登録証
【41】居合道の教授，インターネットによる居合道の教授に関する情報の提供，居合道に関 【中間記録情報】
するセミナーの企画・運営又は開催，居合道に関する電子出版物の提供，居合道に関する ［審査］
図書及び記録の供覧，居合道に関する書籍の制作，居合道に関する放送番組の制作，居 2006.05.08 願書
2006.05.09 手続補足書
合道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。），居合道の大会の企
2006.06.13 認定･付加情報
画・運営又は開催，居合道場の提供，居合道用具の貸与
2006.07.24 刊行物等提出書
2006.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 認定･付加情報
2006.08.28 刊行物等提出による通知書
2006.08.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.12 刊行物等提出書
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.13 刊行物等提出による通知書
2006.11.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.14 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.19 拒絶査定
2007.03.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.14 手続補正書(方式)
2007.05.14 手続補足書

通常 2006-041061

通常 2006-041405

通常 2006-041406

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

中間記録

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，つやだし紙，つやだし，つけずめ，つけまつ毛 【中間記録情報】
【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 ［審査］
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 2006.04.18 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
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
2006.06.08 手続補正書
2006.07.14 認定･付加情報
2006.07.14 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))
2007.02.02 拒絶査定
2007.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

41

173

指定商品・役務

03,44
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【35】スポーツ選手・スポーツインストラクター事業の管理，バスケットボールチームのファン
クラブの企画・運営又は管理，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売
に関する情報の提供，広告，ホテルの事業の管理，トレーディングスタンプの発行，職業の
あっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次
ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライ
ター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及
び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報
の提供，自動販売機の貸与，財務書類の作成
【41】バスケットボールの興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供，バス
ケットボール競技会の試合結果に関する情報の提供，その他のスポーツの興行の企画・運
営又は開催及びこれらに関する情報の提供，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演
劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するも
のを除く。），技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版
物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，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，バスケットボール場の提供，その他の運動施設の提供，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，スキー用具の貸与，スキンダイビ
ング用具の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図
書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
【39】倉庫・駐車場の提供に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.10.11 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.11.20 手続補正書
2006.11.20 意見書
2006.11.20 認定･付加情報
2006.11.20 認定･付加情報
2006.11.22 手続補足書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.02.07 拒絶査定

41,44

【41】技芸、スポーツ又は知識の教授
【44】運動療法による健康指導

35,41,42

【35】広告の代理，介護分野における経営の診断又は経営に関する助言，介護事業に関す
る情報の提供、介護商品の販売に関する情報の提供，介護分野の職業のあっせん，広告
用具の貸与，介護事業に関する求人情報の提供
【41】介護に関する知識の教授，介護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
【42】介護に関するウェブサイトの作成及び保守，ウェブサイトのホスティング
【41】ヨガの教授，その他の技芸・スポーツの教授，ヨガに関するセミナーの企画・運営又は
開催，その他のスポーツに関するセミナーの企画・運営又は開催，ヨガに関する電子出版
物の提供，その他のスポーツに関する電子出版物の提供，ヨガの興行の企画・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，ヨガに関する施設の提供，その他
の運動施設の提供，ヨガに関する用具の貸与，その他の運動用具の貸与

【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条各号+第4条1項11
号)
2007.02.09 拒絶査定
【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条各号+第4条1項11
号)
2007.02.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 拒絶査定

35,41

174

§ＦＡＮＴＡＳｉＡ＼ＥＮＴＥＲＴＡＩＮ
通常 2006-041502
ＭＥＮＴ

39
175

176

177

駐車場検索サイト

青空ストレッチ

ｃ－ｎｅｔサービス

通常 2006-041522

通常:
2006-041526
標準

通常:
2006-041533
標準
41

178

武道魂ヨガ＼ブドウコンヨガ

通常 2006-041676

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.21 願書
2006.05.29 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)
2007.02.09 拒絶査定
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No.

179

180

181

商標（見本）

商標

ｅ－ｗａｔｃｈｉｎｇ

ひとり親家庭相談員養成講座

はやしや

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09,37

区分

【09】配電用又は制御用の機械器具，受変電設備の絶縁監視用配電盤，照明用器具・暖
房用器具・空気調和設備・火災報知器・防犯監視装置からなる建物管理設備用電気開閉
装置，漏電監視装置，消費電力監視装置，電子応用機械器具及びその部品並びに付属
品，省燃費運転指導警報装置用のコンピュータプログラム，省燃費運転指導警報装置，火
災報知機，ガス漏れ警報器，各種センサーからの信号を検知して監視者へ自動通報する
警報装置，漏電警報装置
【37】建設設備の運転・点検・整備，建設設備の運転状況の遠隔監視，建築設備の運転状
況の遠隔監視に関する情報の提供，ボイラー・冷暖房・配電設備等の建築物附帯設備の
運転及び点検，建物の電源設備・空調設備・衛生設備・防犯設備・防災設備の運転・管理・
保守

41

【41】教養講座

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.23 意見書
2007.02.23 拒絶査定
2007.04.24 手続補正書
2007.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.14 出願取下書
2008.03.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.05.24 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))
2007.02.09 拒絶査定

30,43

【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，べんとう
【43】飲食物の提供

通常:
2006-041728
標準

通常 2006-042039

通常:
2006-042213
標準
09,28,41

182

大人と子供の

通常 2006-042402

30,43
183

ごはんカフェ

通常 2006-042556

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.05.09 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定
【09】業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機の筐体，業務用テレビゲーム機のプロ 【中間記録情報】
グラムを記憶させた電子回路その他の記憶媒体，業務用ゲーム機のプログラム，業務用 ［審査］
テレビゲーム機の部品及び付属品，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラ 2006.05.10 願書
ム及び同追加データ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練 2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.07 拒絶査定
用シミュレーター，ダウンロード可能な移動体電話用コンピュータプログラム・待ち受け画
像・着信音用音楽・着信音用音声，コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁
気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びそ
の部品（マウスパッド，キーボードカバー，ＩＣカードその他の周辺機器を含む。），ダウン
ロード可能なコンピュータ用プログラム及びコンピュータ用ゲームの追加データ，電気通信
機械器具（携帯電話用ストラップその他の電気通信機械器具の部品及び附属品を含
む。），家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶さ
せた読出し専用のカートリッジ式電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・
同光ディスク・その他の記憶媒体，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
グラム及び同追加データ，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その他の記憶媒体，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用のプログラム及び同追加データ，レコード（録音済みコンパクトディスクを含む。），
電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭその他の記憶媒
体，ダウンロード可能な音楽，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，ダウンロード可能な画像，電子出版物，自動販
売機，遊戯用メダル貸出機
【28】業務用ゲーム機（業務用テレビゲーム機を除く。），業務用ゲーム機の筐体（業務用テ
レビゲーム機用のものを除く。），業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品（業務用テ
レビゲーム機の部品・周辺装置及び附属品を除く。），業務用遊戯ロボット，その他の遊園
地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），遊戯用器具，ビリヤード用具，囲碁用具，
【30】穀物の加工品
【中間記録情報】
［審査］
【43】飲食物の提供
2006.04.25 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
42

184

ブログトラッキング

通常:
2006-042574
標準

42

185

ＲＳＳ ｇａｄｇｅｔ

通常:
2006-042576
標準

42

186

ＲＳＳ ｓｕｉｔｅ

通常:
2006-042577
標準

44

187

シルキータッチ

富士山検定

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.05.23 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))
2007.02.09 拒絶査定

【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 拒絶査定

通常:
2006-042588
標準

41

188

指定商品・役務
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，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，ネットワーク上のコンテンツに対するト
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，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，ＦＬＡＳＨを使用したデスクトップアプリ
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，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，ＲＳＳフィードを生成し、配信し、解析
する機能を実現する統合プログラムの提供，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸与
【44】タイ古式マッサージの手法を用い、全身のマッサージを提供するものである。

通常:
2006-042878
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］
2006.04.24 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.10.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2007.02.09 拒絶査定
2007.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.06.02 認定情報通知書
2006.10.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2007.02.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.26 認定情報通知書
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))
2007.02.09 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

189

190

191

192

商標（見本）

商標

￠武夷山ｔｈｅ

ペアドライバー

同乗ドライバー

ペアうんてん

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【43】飲食物の提供

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
2007.02.02 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
2007.02.02 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
2007.02.02 拒絶査定

通常 2006-042944

通常 2006-043093

通常 2006-043096

通常 2006-043100

01,03,05,16,21,29,3 【01】化学品
0,31,32,39,41,42,44 【03】せっけん類，香料類，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，歯磨き

193

Ｉｎ Ｈａｒｍｏｎｙ ｗｉｔｈ Ｌｉｆｅ

通常:
2006-043372
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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 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)
2007.02.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
【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， 2006.05.12 願書
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， 2006.05.12 認定･付加情報
胸当てパッド
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【16】紙類，印刷物，文房具類
2007.02.02 拒絶査定
【21】化粧用具
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
ム用安定剤
【31】あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるしの実，コプラ，麦
芽，ホップ，未加工のコルク，やしの葉，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，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，飼料，釣り用餌，果実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗
木，花，牧草，盆栽，生花の花輪，飼料用たんぱく
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップ
エキス
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No.

194

195

196

197

198

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

速配便

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 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)
2007.02.16 拒絶査定

41

【41】パチンコの解説または攻略方法に関する情報の提供，スロットの解説または攻略方
法に関する情報の提供，パチンコに関する知識の教授，スロットに関する知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.13 願書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.26 拒絶査定

39

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送

09,42

【09】電子計算機用プログラム
【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

36

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.28 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.12.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.12 手続補正書
2007.01.12 意見書
2007.02.28 拒絶査定
2007.03.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.16 手続補正書
2007.04.16 手続補足書
2007.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.22 登録料納付
2008.09.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.20 登録査定書
2008.02.22 設定納付書
2008.03.18 登録証
2008.03.21 登録証(再発行)
【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1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定

通常:
2006-043731
標準

通常:
2006-043793
標準

ゼ ロ＼ウイルスセキュリティＺ
通常 2006-043970
ＥＲＯ

投信いちば

通常:
2006-044040
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

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品
【44】理容，美容，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，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，動物の飼
育，動物の治療，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与

シャンプーバー＼ＳＨＡＭＰＯＯ
通常 2006-043638
ＢＡＲ

０手順

指定商品・役務

03,44
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

199

200

商標（見本）

商標

ヒーリングドーム

ｅ－ｗａｔｃｈｉｎｇ

種別 出願番号

区分
【44】入浴施設の提供

09,37

【09】配電用又は制御用の機械器具，受変電設備の絶縁監視用配電盤，照明用器具・暖
房用器具・空気調和設備・火災報知器・防犯監視装置からなる建物管理設備用電気開閉
装置，漏電監視装置，消費電力監視装置，電子応用機械器具及びその部品並びに付属
品，省燃費運転指導警報装置用のコンピュータプログラム，省燃費運転指導警報装置，火
災報知機，ガス漏れ警報器，各種センサーからの信号を検知して監視者へ自動通報する
警報装置，漏電警報装置
【37】建設設備の運転・点検・整備，建設設備の運転状況の遠隔監視，建築設備の運転状
況の遠隔監視に関する情報の提供，ボイラー・冷暖房・配電設備等の建築物附帯設備の
運転及び点検，建物の電源設備・空調設備・衛生設備・防犯設備・防災設備の運転・管理・
保守

通常:
2006-044256
標準

通常 2006-044369

35

201

ドロップシッピングジャパン

通常 2006-044798

41

202

指定商品・役務

44

ケンコウサポート＼健康サポー
通常 2006-044910
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。

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.05.16 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)
2007.02.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.16 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.23 意見書
2007.02.23 拒絶査定
2007.04.24 手続補正書
2007.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.14 出願取下書
2008.04.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.07.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【35】広告の代理，商品の管理及び販売に関する事務の代行，商品の受注・出荷業務に関 【中間記録情報】
［審査］
する事務処理の代行
2006.04.28 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.05 手続補正書
2006.10.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.19 認定･付加情報
2006.10.19 認定･付加情報
2006.10.19 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定
【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供，電子計算機
端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・映像の提供，電子計算機端末又は移
動体電話による通信を用いて行う音楽・音声の提供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用
を含む。）による通信を用いて行うゲームの提供，電子計算機端末又は移動体電話による
通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供，オンラインによるゲームの提供，オ
ンラインによるゲームの提供に関する情報の提供，オンラインによる音声・音楽の提供，オ
ンラインによる画像・映像の提供，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，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は
音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演
出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作
（映画・放送番組・広告用のものを除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施
設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，
映画機械器具の貸与，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，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，お
もちゃの貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の
貸与，スポーツの興行の企画・運営又は開催，ゲーム大会の企画・運営又は開催，その他
の興行の企画・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，
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.26 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

203

いきいき筋力向上トレーニング

通常:
2006-044911
標準

38

204

ケータイｅモール

少林内功

【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］
2006.05.17 願書
2006.07.07 手続補正指令書(出願)
2006.07.21 手続補正書(方式)
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.24 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

通常 2006-045157

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.05.17 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.26 拒絶査定

通常 2006-045137

44

205

指定商品・役務
【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供，電子計算機
端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・映像の提供，電子計算機端末又は移
動体電話による通信を用いて行う音楽・音声の提供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用
を含む。）による通信を用いて行うゲームの提供，電子計算機端末又は移動体電話による
通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供，オンラインによるゲームの提供，オ
ンラインによるゲームの提供に関する情報の提供，オンラインによる音声・音楽の提供，オ
ンラインによる画像・映像の提供，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，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は
音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演
出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作
（映画・放送番組・広告用のものを除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施
設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，
映画機械器具の貸与，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，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，お
もちゃの貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の
貸与，スポーツの興行の企画・運営又は開催，ゲーム大会の企画・運営又は開催，その他
の興行の企画・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，
【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，電話・移動体電話・ファクシミリ・電子計算機端末による
通信への加入契約の取次ぎ及び代理
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 意見書
2007.02.09 拒絶査定
2007.03.09 手続補足書
2008.02.05 登録料納付
［登録］
2008.01.09 登録査定書
2008.02.05 設定納付書
2008.02.26 登録証

2008/11/13
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37

206

トータルボディーケアメニュー

通常:
2006-045169
標準

05,44
207

アスラン療法

通常 2006-045193

35,38,39

208

メモリアルメッセージ

通常:
2006-045437
標準

35
209

ネット マーケティング＼Ｎｅｔ Ｍ
通常 2006-045477
ａｒｋｅｔｉｎｇ

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

指定商品・役務

中間記録

【37】建設工事，建設工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶 【中間記録情報】
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道 ［審査］
2006.05.17 願書
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は 2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.12.04 意見書
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
2007.02.16 拒絶査定
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電話機械器具
の修理又は保守，ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理，電気通信機械器具（電話
機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，土木機械器具
の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，
配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機の修理
又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，医療用機
械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の修理又
は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，漁業用機械
器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴製造機械の修理又は保
守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム製品製造機械器具
の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は保
守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，製材用・木工用又は合板
用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理又は保守，たばこ製造機械の修理
又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除
く。）の修理又は保守，栽培機械器具の修理又は保守，収穫機械器具の修理又は保守，植
物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守，飼料圧搾機の修理又は保守，飼料裁断機の
修理又は保守，飼料配合機の修理又は保守，飼料粉砕機の修理又は保守，牛乳ろ過器
の修理又は保守，搾乳機の修理又は保守，育雛器の修理又は保守，ふ卵器の修理又は
保守，蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙
【05】薬剤
【中間記録情報】
［審査］
【44】薬剤を使用した治療方法
2006.05.02 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.23 拒絶査定

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュ－スの供給，電話機・ファ
クシミリその他による通信機器の貸与，デジタルデータの自動転送，電子メールの自動転
送
【39】物品の配達・メッセージの配達又はこれらに関する情報の提供，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，寄託を受けた物品の輸送の媒介
又は取次ぎ，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，主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除
く。）の代理・媒介又は取次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の
一時預かり，ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供給，倉庫の提供，駐車場の提
供，有料道路の提供，係留施設の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の
貸与，自動車の貸与，船舶の貸与，車いすの貸与，自転車の貸与，航空機の貸与，機械
式駐車装置の貸与，包装用機械器具の貸与，金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家
【35】広告，広告に関する情報の提供，商品展示会又は商品見本市の企画・運営又は開
催，商品展示会又は商品見本市の企画・運営又は開催に関する情報の提供，新製品の開
発・製造又は販売に関する情報の提供，商品の売上又は売上ランキング情報の提供，企
業の経営に関する情報の提供，ネットワークによるアンケート調査，経営の診断及び指導，
経済・経営に関する情報の提供，経済動向に対する調査分析，産業・企業動向に関する調
査分析，市場及び販売戦略に関する指導及び助言，技術・販売・製造に関する業務提携
の媒介に関する情報の提供，求職者に対する情報の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.11.02 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))
2007.02.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.06 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

210

ネット マーケティング＼Ｎｅｔ Ｍ
通常 2006-045478
ａｒｋｅｔｉｎｇ

43
211

Ｃａｎｔｉｎａ＼カンティーナ

おトクにＧＥＴ

通常:
2006-046266
標準

35

213

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ａｄｄｒｅｓ
通常 2006-046272
ｓ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.05.18 願書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.06 拒絶査定

【35】インターネットホームページによる広告・電子メールによる広告・その他の広告，イン
ターネット上での広告スペースの提供，販売促進のためのトレーディングスタンプの発行及
び清算，経営の診断及び指導，インターネットその他のコンピュータネットワークによる市場
調査，その他の市場調査，インターネットその他のコンピュータネットワークによる商品の販
売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，インターネットを利用
した企業における事務処理機器の導入に関する情報の提供，ファクシミリ・インターネット・
パソコン通信による商品の売買契約の媒介，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，イン
ターネットを利用した職業のあっせんに関する情報の提供，インターネット上で行う競売の
運営その他の競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購買の取
次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ず
る事務用機器の操作，文書又は磁気テープのファイリング，建築物における来訪者の受付
及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，プリペイドカードの発行，コンピュータオンライン又は
インターネットによる金融情報の提供，ＩＣカード方式による電子マネー利用者に代わってす
る支払い代金の清算，インターネットを利用した支払代金の清算，電話・ファクシミリ・イン
ターネットによる取引明細の内容照会，電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替，
電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会，電話・ファクシミリ・インターネット
による預金の残高照会の代行，クレジットカード利用金額に関する情報の提供，クレジット
【35】コンピュータデータベースへの情報構築，コンピュータネットワークにおけるオンライン
による広告，ダイレクトメールによる広告，テレビジョンによる広告の代理，ビラ張り，ラジオ
による広告の代理，屋外広告物による広告，競売の運営，広告，広告タイムの貸与，広告
の代理，広告場所の貸与，広告物の更新，広告物の出版，広告物の配布，広告文の作
成，広告用具の貸与，試供品の配布，事業に関する情報の提供，事業の管理及び組織に
関する指導及び助言，商業又は広告のための見本市の運営，商業又は広告のための展
示会の企画・運営，商品の実演による広告，電子計算機を用いて行う情報検索事務の代
行，統計に関する情報の提供，販売促進のための企画及び実行の代理，郵便による広告
物の配布

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

通常 2006-046185

35,36

212

指定商品・役務
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，社会教育又は啓蒙に関する物品の展示
会の企画・運営又は開催，社会教育又は啓蒙に関するセミナーの企画・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
【43】飲食物の提供

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.05.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

214

215

216

商標（見本）

商標

キッズ＼ＫＩＤＳ

阿波踊り体操

阿波踊りエクササイズ

種別 出願番号

区分

218

219

美脚美形術

個人出版コンシェルジェ

駐禁かんり

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.02 拒絶査定

09,41,42

【09】業務用テレビゲーム機，運動技能訓練用シミュレーター，電子応用機械器具及びその
部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラ
ムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィル
ム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映
画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画
済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.11.06 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))
2006.11.28 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
2007.01.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.13 拒絶査定

09,41,42

【09】業務用テレビゲーム機，運動技能訓練用シミュレーター，電子応用機械器具及びその
部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラ
ムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィル
ム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映
画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画
済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与
【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
【44】整体，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医
療情報の提供，健康診断，栄養の指導，医療用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用
の機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.13 拒絶査定

通常 2006-046289

通常 2006-046442

通常 2006-046443

通常 2006-046669

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.05.22 願書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.06.30 早期審査に関する事情説明書
2006.08.29 早期審査に関する報告書
2006.09.05 早期審査選定結果の通知書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.27 拒絶査定

41

【41】インターネットを介して行う電子出版物の提供，出版物の企画・編集・制作，受託によ 【中間記録情報】
る出版物の制作，出版物の企画・編集及びこれらに関する助言並びに情報の提供，書籍・ ［審査］
2006.05.09 願書
雑誌・電子出版物の制作，書籍及び電子出版物の編集，電子メールを媒体とする電子出
2006.06.30 手続補正指令書(出願)
版物の提供，電子出版物の提供
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

通常 2006-046722

通常 2006-046735

中間記録

【44】美容，理容，

44

217

指定商品・役務

44
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

220

221

222

223

224

225

226

商標（見本）

商標

駐車かんり

安全パーキング

安心パーキング

運転代理

つよいみかた

代理運転

同行スタッフ

種別 出願番号

区分

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定
2007.04.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

通常 2006-046740

通常 2006-046741

通常 2006-046742

通常 2006-046743

通常 2006-046744

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

通常 2006-046736

通常 2006-046748

指定商品・役務

35
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

227

228

229

230

231

232

233

商標（見本）

商標

駐車代行

駐車サービス

駐車安全

駐車安心

駐車ＯＫ

駐車スタッフ

通わなくてもいい育毛サロン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

35

【35】広告，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，人材派遣，輸 【中間記録情報】
出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，文書または磁気テープのファイリング， ［審査］
2006.05.08 願書
広告用具の貸与，求人情報の提供
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))
2007.02.09 拒絶査定

03,44

【03】育毛効果を有する頭髪用化粧品
【44】頭髪の育毛に関する診断及び施術

通常 2006-046749

通常 2006-046750

通常 2006-046751

通常 2006-046752

通常 2006-046753

通常 2006-046754

通常:
2006-046826
標準

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

中間記録

35
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定
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No.

234

235

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

16,41

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
【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，
会計監査に関する情報の提供，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，業務の効率化・適正な財務報告及び法令遵守という目的を達成するために組織および
企業の内部統制の構築・運用・評価を行う事例・技法等に関する調査・研究及び情報の提
供，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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
【42】気象情報の提供，建築物の設計又は測量に関する情報の提供，デザインの考案，デ
ザインの考案に関する情報の提供，ウェブサイトの作成又は保守，医薬品・化粧品又は食
品の試験・検査・研究に関する情報の提供，建築又は都市計画の研究に関する情報の提
供，公害防止のための試験又は研究に関する情報の提供，電気の試験又は研究に関す
る情報の提供，土木の試験又は研究に関する情報の提供，農業・畜産又は水産の試験・
検査又は研究に関する情報の提供，機械器具の試験又は研究に関する情報の提供，工
業所有権の手続きに関する情報の提供，工業所有権法に関する情報の提供，会社法に関
する情報の提供，電子計算機用プログラムの提供
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機を用いて行う情報処理，
電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディ
スク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の貸与，電子計算機用プログラムの提供，コ
ンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，電子計算機端末による通信における
サーバの貸与，ネットワークシステム等機械・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，インターネットにおける検索エンジンの提供，イン
ターネットにおけるホームページの設計・作成又は保守，インターネットにおけるウェブサイ
トの設計・作成又は保守及びそれらに関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定

生えたい。髪だって、そう思って 通常:
2006-046827
いる。
標準

世界の言葉が、ボクの、キミの、
通常 2006-046860
アナタの言葉になる。

内部統制．ｊｐ

通常:
2006-047015
標準

42
237

内部統制．ｊｐ

通常:
2006-047016
標準

42
238

ビジネスブログ

通常:
2006-047027
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

【03】育毛効果を有する頭髪用化粧品
【44】頭髪の育毛に関する診断及び施術

35

236

指定商品・役務

03,44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.05.23 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))
2007.02.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

239

240

241

242

243

244

245

商標（見本）

商標

腹横筋ダイエット

気持ちいい体操

肋骨診断

肋骨テスト

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，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
2006.05.23 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 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
2006.05.23 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 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
2006.05.23 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 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
2006.05.23 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

35

【35】販売又は営業促進のための社内販売コンテストの企画・運営及び開催

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.09.11 代理人辞任届
2006.09.11 代理人辞任届
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

31,44

【31】ペットフード，その他の飼料
【44】ペットの手入れ，その他の動物の美容又は理容

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.21 拒絶査定

43

【43】宿泊施設の提供，飲食物の提供，動物の宿泊施設の貸与，会議室の貸与，展示施設 【中間記録情報】
の貸与，布団の貸与，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオル ［審査］
2006.05.23 願書
の貸与
2006.05.26 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-047084
標準

通常:
2006-047094
標準

通常:
2006-047099
標準

通常:
2006-047100
標準

キャンペーンナビ＼Ｃａｍｐａｉｇｎ
通常 2006-047102
ＮＡＶＩ

ＰＥＴ－ＣＬｉＰ

ウノ＼ＵＮＯ

通常 2006-047120

通常 2006-047171

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

中間記録

41
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,41

246

デジタルトイ

通常:
2006-047286
標準

03,09,14,16,18,21,2
5,26,28,41

247

おそろい

通常:
2006-047333
標準

16,44
248

特定健診

通常:
2006-047516
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，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，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，携帯電話機用ストラップ及びその他の電気通信
機械器具，電子応用機械器具及びその部品，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，録音済みコンパクトディスク及びその他の録音済み光学式又は磁気式記録媒
体，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及び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，その他の録画済みの光学式又は磁気式記録媒体，電子出版物，消火器，電
動式扉開閉装置，ダウンロード可能な移動体電話の着信用音楽又は音声，ダウンロード可
能な移用電話着信メロディー，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な音楽・音声・映
像，ダウンロード可能な音声及び音楽，ダウンロード可能な携帯電話の着信用音楽，ダウ
ンロード可能な着信音，通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類
【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，自動販売機，両替機，業務用テレビ
ゲーム機，業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テー
プ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，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，写真機械器具，映画機械器具，光学機械
器具，電池，電気通信機械器具，コンピュータ，パーソナルコンピュータ用ゲームプログラ
ムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，電子
計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームお
もちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・
磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，携帯用液晶画面ゲーム
おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，ス
ロットマシン，レコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【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，記
念カップ，記念たて，身飾品，時計，宝石及びその原石並びに宝玉の模造品
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インク
リボン，こんにゃく版複写機，自動印刷はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封か
ん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細
断機，郵便料金計器，輪転謄写機，電気式鉛筆削り，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容
器，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，紙製の
ぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，
紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，皮革
【21】デンタルフロス，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
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物
【44】血液検査，在宅血液検査，医業，健康診断，医療情報の提供，血液検査に関する情
報の提供，健康診断に関する情報の提供，栄養の指導，健康管理の指導，医療用機械器
具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
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))
2007.02.09 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定
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No.

249

250

251

252

253

254

商標（見本）

商標

自己採血簡易検査キット

オピニオンサーチ

おはぎコロッケ

あずきコロッケ

ジン串

ペン画

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【16】雑誌，新聞，その他の印刷物
【中間記録情報】
【44】血液検査，在宅血液検査，医業，健康診断，医療情報の提供，血液検査に関する情 ［審査］
報の提供，健康診断に関する情報の提供，栄養の指導，健康管理の指導，医療用機械器 2006.05.24 願書
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
具の貸与
項16号)
2007.02.26 拒絶査定

35

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，商品の売買契約の媒介，経営の診断又は経営 【中間記録情報】
に関する助言，市場調査並びにその分析及び助言，商品の販売に関する情報の提供，ホ ［審査］
2006.05.24 願書
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
2006.05.25 認定･付加情報
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 2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2007.02.16 拒絶査定
プロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与

43

【43】十勝産の茹であずきの入ったコロッケ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.06.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.24 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))
2007.02.23 拒絶査定

43

【43】十勝産の茹であずきの入ったコロッケ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.11.24 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))
2007.02.23 拒絶査定

43

【43】ラム肉の串焼き

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.11.24 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))
2007.02.23 拒絶査定

16,41

【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，写真，写真立て
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

通常:
2006-047621
標準

通常:
2006-047646
標準

通常:
2006-047736
標準

通常:
2006-047737
標準

通常:
2006-047738
標準

通常:
2006-047853
標準

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

中間記録
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41

255

徳育

通常:
2006-047854
標準

45

256

早稲田葬

エイジングケア＼ＡＧＩＮＧ ＣＡ
通常 2006-048284
ＲＥ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.05.25 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

【29】植物・果実・花粉の粉末又は植物のエキス末を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆
粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，食物繊維を主原料とする錠剤状・カプセル状・
顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，海藻の粉末又は海藻の抽出成分を主原料と
する錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，きのこの抽出成分
を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，乳酸菌
を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，コラーゲ
ン・コラーゲンペプチド・蛋白質を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー
状・液状の加工食品，クエン酸・アミノ酸・ビタミン・ミネラルを主原料とする錠剤状・カプセル
状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，ムコ多糖類・グルコサミンを主原料とする
錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，ポリフェノールを主原料
とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，ベータグルカンを
主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，抗酸化酵
素を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，各種
の動物エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工
食品，魚油を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食
品，植物の樹脂（樹液）を原料に含む錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状
の加工食品，大豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖のうちの少なくとも１つの成分を主
原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，植物発酵エ
キス末を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，
食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果
実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひ
じき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，焼きのり，加工
野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.10.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-048198
標準

29,35

257

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，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
【45】葬儀・法要の運営・企画又は執行

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.06.16 手続補正指令書(出願)
2006.09.22 通知書(却下処分前通知)
2006.09.28 手続補正書(方式)
2006.10.26 認定･付加情報
2006.10.26 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

258

ドンキホーテ

通常 2006-048299

41

259

お母さんと子どものリズム

通常:
2006-048433
標準

03,07,37
260

シリコーンプラス

通常:
2006-048461
標準
44

261

透肌 とうき

通常:
2006-048511
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】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，庭園の供覧，洞窟の供 【中間記録情報】
覧，動物の供覧，放送番組の制作，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行 ［審査］
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 2006.05.25 願書
2006.08.04 手続補正指令書(出願)
営又は開催，野球の興行の企画・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， 2006.09.01 手続補正書(方式)
2006.10.11 認定･付加情報
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，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 2006.10.11 認定･付加情報
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 2006.10.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.27 職権訂正通知書(職権訂正)
レビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
与，録画済み磁気テープの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，講習
会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催，画像の提供，映像の提供，音楽の提供， 号)
娯楽情報の提供，コンピュータネットワークを介した娯楽情報の提供，移動体電話・電子計 2007.01.16 手続補正書
算機端末・携帯型情報端末・携帯用ゲームおもちゃによる通信を利用したパチンコ・スロッ 2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.16 認定･付加情報
トマシンの新台情報及び機種情報の提供，移動体電話・電子計算機端末・携帯型情報端
末・携帯用ゲームおもちゃによる通信を利用したゲームの提供，移動体電話・電子計算機 2007.01.16 意見書
端末・携帯型情報端末・携帯用ゲームおもちゃによる通信を利用したゲームの提供に関す 2007.01.17 職権訂正履歴(職権訂正)
る情報の提供，移動体電話・電子計算機端末・携帯型情報端末・携帯用ゲームおもちゃに 2007.01.26 職権訂正通知書(職権訂正)
よる通信を利用した画像の提供，移動体電話・電子計算機端末・携帯型情報端末・携帯用 2007.02.02 拒絶査定
【41】音楽教室における教育，幼児教室における教授，その他の技芸・スポーツ又は知識 【中間記録情報】
の教授，音楽教室における教育に関する情報の提供，幼児教室における教授に関する情 ［審査］
報の提供，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供，音楽教室の企 2006.05.26 願書
2006.05.29 認定･付加情報
画・運営又は開催，幼児教育に関するセミナーの企画・運営又は開催，その他のセミナー
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
の企画・運営又は開催，音楽教室の企画・運営又は開催に関する情報の提供，幼児教育
2007.02.23 拒絶査定
に関するセミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供，その他のセミナーの企画・
運営又は開催に関する情報の提供，幼児教育に関する電子出版物の提供，音楽教育に
関する電子出版物の提供，その他の電子出版物の提供，幼児教育に関する書籍の制作，
音楽教育に関する書籍の制作，その他の書籍の制作，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，幼児教育に関する放送番組の制作，音楽教育に関する放送番組の制
作，その他の放送番組の制作，幼児教育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。），音楽教育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。），その他の教育・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
【03】せっけん類，洗い粉，工業用せっけん，石油系合成洗剤，洗濯せっけん，ドライクリー 【中間記録情報】
ニング剤，水せっけん，薬用せっけん
［審査］
2006.05.26 願書
【07】業務用電気洗濯機，家庭用電気洗濯機，乾燥機能付き業務用電気洗濯機，乾燥機
能付き家庭用電気洗濯機，ドライクリーニング機
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【37】洗濯，被服のプレス，ドライクリーニング，電気洗濯機の貸与，衣類乾燥機の貸与，衣 号)
2006.12.27 意見書
類脱水機の貸与，業務用クリーニング装置の貸与，民生用電気機械器具の修理又は保
2007.02.27 拒絶査定
守，業務用電気洗濯機の修理又は保守
【44】美容
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.08 拒絶査定
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No.

262

263

264

商標（見本）

商標

ブラウンフィールド＼再生

Ｐｒｅ－ＭＢＡ

サイト売買ドットコム

種別 出願番号

区分

ＲＥＰＲＯ リプロ

41

【41】経営学修士号を取得するための大学における教授，経営学修士号を取得するための 【中間記録情報】
［審査］
大学院における教授
2006.05.29 願書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.20 拒絶査定

09,35,38,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【35】広告，広告に関する情報の提供，インターネット上で使用する広告用データのコン
ピュータデータベースへの情報構築，その他のコンピュータデータベースへの情報構築，コ
ンピュータデータベースへの情報編集，広告場所の貸与，ウェブサイト及びドメインネーム
の買収及び営業譲渡に関する指導・斡旋及び仲介，ウェブサイト及びドメインネームの買
【40】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，義歯の製作及び加
工（医療材料の加工を含む。），金属加工機械器具の貸与，材料を特定しない総合的な材
料処理情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
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))
2007.02.20 拒絶査定

【42】地質の調査，建築・土木構造物の調査，岩壁の調査

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.06.26 手続補正書
2006.08.15 認定･付加情報
2006.08.15 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)
2007.02.16 拒絶査定

通常 2006-048710

通常:
2006-048861
標準

通常:
2006-048869
標準

通常:
2006-049085
標準

42

266

ロッククライミング調査

通常 2006-049252

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】有害化学物質による汚染や環境汚染の浄化修復に関する調査・研究・指導・助言お
よび情報の提供

40

265

指定商品・役務

42
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.10.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.07.25 手続補正指令書(出願)
2006.07.31 手続補正書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 拒絶査定
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No.

267

268

269

270

商標（見本）

商標

ビューティビジネス

ビューティビジネス学

ビューティビジネス研究科

ヒロット＼ＨＩＬＯＴ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.06 拒絶査定

03,30,41,43,44

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
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，マッサージオイ 2006.05.30 願書
ル・マッサージクリーム・その他の化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料， 2006.11.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
調合香料，精油からなる食品香料，室内用スプレー式芳香剤・ポプリその他の薫料，研磨 項16号)
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
2007.02.21 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。），ハーブティ・その他の茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，
はちみつ・粉末あめ・水あめその他の調味料，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，お好み焼き，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，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・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・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，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，インターネットによる映画の提供，演芸の
上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，インターネット又は移動体電話による通信を用
いた音楽の提供，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放
送番組・広告用のものを除く。），レコード原盤の制作，オーディオマスターテープの制作，
音楽・映像を記録したＣＤ－ＲＯＭ原盤の制作，放送番組の制作における演出，映像機器・
音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの
興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の
興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），小型

通常:
2006-049469
標準

通常:
2006-049470
標準

通常:
2006-049471
標準

通常 2006-049493

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
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))
2007.02.20 拒絶査定

44

【37】医療用ロボットを含む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，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，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，半導体製造
装置の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守，プラスチック
加工機械器具の修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，包装用機械器具の修理又は
保守，ポンプの修理又は保守，ミシンの修理又は保守，民生用ロボットを含む民生用電気
機械器具の修理又は保守，遊園地用機械器具の修理又は保守，理化学機械器具の修理
又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，運動用具の修理，ロボットおもちゃを含むおも
ちゃ又は人形の修理，楽器の修理又は保守，遊戯用器具の修理
【40】金属の加工，プラスチックの加工，食料品の加工，木材の加工，編み機の貸与，印刷
用機械器具の貸与，化学機械器具の貸与，ガラス器製造機械の貸与，金属加工機械器具
【44】心身のリラクゼーションを目的とするセラピーの提供

44

【44】心身のリラクゼーションを目的とするセラピーの提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.16 願書
2006.07.14 手続補正指令書(出願)
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

45

【45】葬儀の執行，葬儀のための施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

36

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金 【中間記録情報】
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の ［審査］
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替， 2006.05.31 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2007.02.16 拒絶査定
に関する業務，割賦購入あっせん，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証
券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取
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

37,40

271

272

273

274

275

ロボット病院

ＥＦＴ―Ｊａｐａｎ

ＥＦＴ

１日家族葬

ＵＰＧＲＡＤＥ＼アップグレード

通常:
2006-049577
標準

通常:
2006-049674
標準

通常:
2006-049675
標準

通常:
2006-049738
標準

通常 2006-049895

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.16 願書
2006.07.14 手続補正指令書(出願)
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

2008/11/13
70／88

３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,38,42

276

サイト買取ドットコム

通常:
2006-049912
標準

42
277

住空間トータルプロデュース

メンズ脱毛センター

通常:
2006-050172
標準
41

279

心体術

通常 2006-050252

44

280

血流改善法

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
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))
2007.02.20 拒絶査定

【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
【41】武術の教授，武道の興行の企画・運営又は開催，武道護身術などの技芸・知識の教
授，格闘技・武道の大会の企画・運営又は開催，武術に関するセミナーの企画・運営又は
開催，武術大会の企画・運営または開催，武道に関するセミナーの企画・運営又は開催，
武道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。），武道に関する研修
会の企画・運営又は開催，武道場の提供，護身術に関する研究集会（合宿形式により行う
場合を含む。）の企画・運営又は開催，護身術の教授（合宿形式により行う場合を含む。），
体操・呼吸法・美容の教授及びセミナーの企画・運営又は開催，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，健康増進のためのトレーニング施設の提
供，健康増進のための運動施設の提供，精神の修養により潜在的能力の発見と自己開発
をすることを目的としたセミナーの企画・運営又は開催，精神健康法に関する教授，カウン
セリング方法・相互カウンセリング方法・ヒーリング方法・リラックス方法・能力開発方法に
【44】物理療法による治療，スキンケアのためのエステティック美容

【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1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-050019
標準
44

278

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
【35】広告，広告に関する情報の提供，インターネット上で使用する広告用データのコン
ピュータデータベースへの情報構築，その他のコンピュータデータベースへの情報構築，コ
ンピュータデータベースへの情報編集，広告場所の貸与，ウェブサイト及びドメインネーム
の買収及び営業譲渡に関する指導・斡旋及び仲介，ウェブサイト及びドメインネームの買
【42】建築物の設計，測量，デザインの考案，建築又は都市計画に関する研究，土木に関
する試験又は研究

通常 2006-050254

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 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)
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 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)
2007.02.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.06.08 手続補正書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.07.21 出願番号特定通知書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定
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No.

281

282

283

284

285

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

健康生活アドバイザー

薬石浴

ゲームブログ

38

【38】電気通信（放送を除く。）

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
【中間記録情報】
供，書籍の制作，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 ［審査］
2006.06.01 願書
のを除く。）
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.27 拒絶査定

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，
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，医療用機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.06.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

35,42

【35】おもちゃ・ゲーム用品・ゲーム機等の商品の販売に関する指導・助言，ゲームの内容
を記憶させた記憶媒体の販売に関する情報の提供，ゲーム商品の販売促進のためのイベ
ントの企画・運営又は開催，ブロードバンド対応のゲームの販売に関する情報の提供，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた
電子回路及びＣＤ－ＲＯＭの販売に関する情報の提供，書籍・音楽・ゲーム・コンピュータソ
フトウェア・携帯型コンピュータ・コンピュータの附属品・コンピュータの周辺機器のオンライ
ンによる通信販売の事務の代行，商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・ク
イズ・くじ・アンケート・ゲームの実施及びそれらに関する情報の提供，リサイクル品又は中
古品の販売に関する情報の提供，中古商品の競売の運営，中古品の競売の運営，携帯電
話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う広告の配信，携帯電話・インター
ネットその他の通信ネットワーク上における広告の代理，携帯電話・インターネットその他
の通信ネットワーク上における広告スペースの提供，その他の広告，商品の販売促進又は
役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの実施，商品の販売促進又は役務
の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの実施に関する情報の提供，商品の販
売促進又は役務の提供促進のための企画及び運営，市場調査，商品の販売に関する情
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，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，コンピュータデータベースの情報
構築及び情報編集
【42】コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，情報ネットワークシステムの設
計・作成及びこれらに関するコンサルティング，電子計算機による情報処理，電子計算機
のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，インターネットにお
ける検索エンジンの提供，データベースの検索を行うためのコンピュータプログラムの提
供，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-050341
標準

通常:
2006-050691
標準

通常 2006-050767

通常:
2006-050827
標準

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

中間記録

【41】写真撮影に関する・指導・助言・情報の提供，通信教育による知識の教授，セミナー 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.05.19 願書
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，放送番組の制作，放
送番組の制作における演出，音響用又は映像用のスタジオの提供，映画・演劇・音楽又は 2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
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
2007.02.16 拒絶査定
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，書画の貸与，写真の撮影，カメラの貸与，
光学機械器具の貸与

フォトセラピー＼ｐｈｏｔｏ－ｔｈｅｒａ
通常 2006-050261
ｐｙ

Ｍｏｖｉｅ・Ｑ

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,42

286

ゲームログ

通常:
2006-050828
標準

35,36

287

マンション選び！

通常:
2006-050829
標準

39

288

289

290

おたすけスタッフ

駐車ドライバー

そばきんつば

指定商品・役務
【35】おもちゃ・ゲーム用品・ゲーム機等の商品の販売に関する指導・助言，ゲームの内容
を記憶させた記憶媒体の販売に関する情報の提供，ゲーム商品の販売促進のためのイベ
ントの企画・運営又は開催，ブロードバンド対応のゲームの販売に関する情報の提供，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた
電子回路及びＣＤ－ＲＯＭの販売に関する情報の提供，書籍・音楽・ゲーム・コンピュータソ
フトウェア・携帯型コンピュータ・コンピュータの附属品・コンピュータの周辺機器のオンライ
ンによる通信販売の事務の代行，商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・ク
イズ・くじ・アンケート・ゲームの実施及びそれらに関する情報の提供，リサイクル品又は中
古品の販売に関する情報の提供，中古商品の競売の運営，中古品の競売の運営，携帯電
話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う広告の配信，携帯電話・インター
ネットその他の通信ネットワーク上における広告の代理，携帯電話・インターネットその他
の通信ネットワーク上における広告スペースの提供，その他の広告，商品の販売促進又は
役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの実施，商品の販売促進又は役務
の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの実施に関する情報の提供，商品の販
売促進又は役務の提供促進のための企画及び運営，市場調査，商品の販売に関する情
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，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，コンピュータデータベースの情報
構築及び情報編集
【42】コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，情報ネットワークシステムの設
計・作成及びこれらに関するコンサルティング，電子計算機による情報処理，電子計算機
のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，インターネットにお
ける検索エンジンの提供，データベースの検索を行うためのコンピュータプログラムの提
供，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
【35】住宅設備・内装設備・外装設備及び屋外の装飾等の商品の販売に関する情報の提
供，デベロッパー・不動産販売会社その他の企業に関する情報の提供
【36】住宅ローンその他の金融に関する情報の提供，建物の管理及びこれに関する情報の
提供，建物の貸借の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供，建物の貸与及びこれ
に関する情報の提供，建物の売買及びこれに関する情報の提供，建物の売買の代理又は
媒介及びこれらに関する情報の提供，建物又は土地の鑑定評価及びこれらに関する情報
の提供，土地の管理及びこれに関する情報の提供，土地の貸借の代理又は媒介及びこれ
らに関する情報の提供，土地の貸与及びこれに関する情報の提供，土地の売買及びこれ
に関する情報の提供，土地の売買の代理又は媒介及びこれらに関する情報の提供，建物
【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
代行

通常 2006-050840

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.05.21 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.05 手続補正書
2006.12.05 意見書
2007.02.02 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
2006.05.19 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.27 手続補正書
2006.12.27 意見書
2007.02.02 拒絶査定

30,43

【30】菓子及びパン，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安 【中間記録情報】
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.05.20 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
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
2007.02.23 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，

通常 2006-050844

通常 2006-050865

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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291

292

商標（見本）

商標

ＦＵＫＡＴＵ

Ｍｏｄｅ Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ＼モードコ
ンシェルジェ

種別 出願番号

区分

香り電報

41

【41】接客マナー・話術・販売テクニック・化粧メイク及びフェイシャルテクニック・事業マネー 【中間記録情報】
［審査］
ジメント・ファッション情報習得及びアクセサリー情報習得に関する知識の教授，接客マ
2006.06.02 願書
ナー・話術・販売テクニック・化粧メイク及びフェイシャルテクニック・事業マネージメント・
ファッション情報習得及びアクセサリー情報習得に関するセミナーの企画・運営又は開催， 2006.06.16 手続補正指令書(出願)
2006.07.12 上申書
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，接客マナー・話術・販売テクニック・化粧メイク及びフェイシャルテクニック・事業 2006.07.20 認定･付加情報
マネージメント・ファッション情報習得及びアクセサリー情報習得に関する講演の企画・運営 2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2007.02.23 拒絶査定
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
【38】電報による通信，電報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))
2007.02.20 拒絶査定
2007.02.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-051372

通常 2006-051475

通常 2006-051658

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

中間記録

【44】美容，理容，入浴施設の提供，医療情報の提供，健康診断，調剤，栄養の指導，美容 【中間記録情報】
［審査］
院用又は理髪店用の機械器具の貸与
2006.06.02 願書
2006.06.16 手続補正指令書(出願)
2006.06.28 上申書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.25 手続補正書
2006.12.25 意見書
2007.02.09 拒絶査定

38

293

指定商品・役務
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,38,42

294

ブログ売買ドットコム

通常:
2006-052217
標準

16,41
295

自分史写真集

ハッピーバースデー＼Ｈａｐｐｙ
Ｂｉｒｔｈｄａｙ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
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))
2007.02.20 拒絶査定

【41】写真の撮影，写真アルバムの制作，電子写真アルバムの制作，アナログ写真のデジ
タル化，写真画像データの記録媒体への複製，写真・文字情報・図面などの画像の編集作
業を伴う電子書籍の制作，写真・文字情報・図面などの画像の操作を伴うビデオテープの
編集，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，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.09 手続補正書
2007.01.09 意見書
2007.02.27 拒絶査定
2007.05.31 手続補正書(方式)
2007.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.14 登録料納付
［登録］
2007.12.04 登録査定書
2007.12.14 設定納付書
2008.01.08 登録証

通常:
2006-052316
標準

41

296

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
【35】広告，広告に関する情報の提供，インターネット上で使用する広告用データのコン
ピュータデータベースへの情報構築，その他のコンピュータデータベースへの情報構築，コ
ンピュータデータベースへの情報編集，広告場所の貸与，ウェブサイト及びドメインネーム
の買収及び営業譲渡に関する指導・斡旋及び仲介，ウェブサイト及びドメインネームの買
【16】印刷物
【41】写真集の制作

通常 2006-052421

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.06.06 願書
2006.07.07 代理権変更届
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.26 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
40

297

ハッピーバースデー＼Ｈａｐｐｙ
Ｂｉｒｔｈｄａｙ

通常 2006-052422

41

298

Ｈａｐｐｙ 七五三＼ハッピー 七
五三＼Ｈａｐｐｙ ７５３＼ハッピー 通常 2006-052424
７５３

40

299

Ｈａｐｐｙ 七五三＼ハッピー 七
五三＼Ｈａｐｐｙ ７５３＼ハッピー 通常 2006-052425
７５３

41,44

300

ボディコーディネーション

通常:
2006-052541
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
【40】写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，写真の修正・補正，コン
ピュータによるデジタル写真の修正・補正，写真の合成，文字を含むデジタル写真の合成，
写真の焼き増し，写真のプリント，写真の印刷，デジタル写真の印刷，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，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，廃棄物の収集・
【41】写真の撮影，写真アルバムの制作，電子写真アルバムの制作，アナログ写真のデジ
タル化，写真画像データの記録媒体への複製，写真・文字情報・図面などの画像の編集作
業を伴う電子書籍の制作，写真・文字情報・図面などの画像の操作を伴うビデオテープの
編集，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
【40】写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，写真の修正・補正，コン
ピュータによるデジタル写真の修正・補正，写真の合成，文字を含むデジタル写真の合成，
写真の焼き増し，写真のプリント，写真の印刷，デジタル写真の印刷，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，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，廃棄物の収集・
【41】身心全般のセルフケア法の知識及び技術の教授，身心全般のセルフケア法に関する
家庭学習の方法に関する知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・ス
ポーツ又は知識の教授に関する助言・指導，教材用書籍・ビデオの制作及び貸与，教材用
書籍・ビデオの制作及び貸与に関する助言・指導・情報の提供，身心全般のセルフケア法
に関するセミナーの企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運営又は開催，セミ
ナーの企画・運営又は開催に関する助言・指導・情報の提供，電子出版物の提供，電子出
版物の提供に関する助言・指導・情報の提供，図書及び記録の供覧，図書及び記録の供
覧に関する助言・指導・情報の提供，書籍・雑誌の製作，書籍・雑誌の製作に関する助言・
指導・情報の提供，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用の
ものを除く），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）に関する助言・指導・情報の提供，映画機械器具・映写フィルム・楽器・運動用具・テ
レビジョン受信機・ラジオ受信機・図書・レコード又は録音済み磁気テープ・録画済み磁気
テープ・ネガフィルム・ポジフィルム・おもちゃ・遊園地用機械器具・遊戯用器具・書画の貸
与及びこれに関する助言・指導・情報の提供，通訳及び翻訳並びにこれらに関する助言・
指導・情報の提供
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 意見書
2007.02.27 拒絶査定
2007.05.31 手続補正書(方式)
2007.12.14 登録料納付
［登録］
2007.12.04 登録査定書
2007.12.14 設定納付書
2008.01.08 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 意見書
2007.02.27 拒絶査定
2007.05.31 手続補正書(方式)
2007.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.14 登録料納付
［登録］
2007.12.04 登録査定書
2007.12.14 設定納付書
2008.01.08 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 意見書
2007.02.27 拒絶査定
2007.05.31 手続補正書(方式)
2007.12.14 登録料納付
［登録］
2007.12.04 登録査定書
2007.12.14 設定納付書
2008.01.08 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.23 拒絶査定
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76／88

３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

301

302

303

304

305

306

商標（見本）

商標

バイク駐

Ｒｅｖｉｖａｌ＼リバイバル

赤井ホルモン

スペイン語．ｃｏｍ

キムチバー

オーラリーディング

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【39】駐車場の提供，駐車場の管理

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 手続補正書
2006.06.07 願書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.26 拒絶査定

35

【35】薬局における販売あるいは卸売り可能な在庫医薬品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 願書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.14 手続補正書
2006.12.14 意見書
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.20 手続補足書
2007.01.23 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 願書
2006.11.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

35,41

【35】海外留学の事務手続きの代行
【中間記録情報】
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，語学の教授，留学のための受け入れ学校に関する ［審査］
情報の提供，留学に関する情報の提供
2006.05.26 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)
2007.02.16 拒絶査定

43

【43】キムチの提供

【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)
2006.12.15 意見書
2007.01.26 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定

45

【45】占い又はこれに関する情報の提供，身の上相談又はこれに関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 願書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.22 拒絶査定

通常:
2006-052776
標準

通常 2006-052854

通常 2006-052990

通常:
2006-053019
標準

通常:
2006-053056
標準

通常:
2006-053101
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
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

307

308

商標（見本）

商標

アグリツーリズム

生活雑貨

種別 出願番号

区分

ガーデンセレモニー

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

35

【35】通信販売による商品の売買契約の取次ぎ，インターネットウェブサイトにおけるショッ
ピングモールを介した商品の売買契約の媒介，その他の商品の売買契約の媒介，通信販
売に関する事務の代行・取次ぎ，通信販売のカタログによる広告，その他の広告，通信販
売による商品の購入に関する指導・助言，トレーディングスタンプの発行，経営の診断及び
指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作
成，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，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務
用機器の操作，文書又は磁気テープのファイリング，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与
【45】結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露宴を含む。）のための
施設の提供，婚礼等社交上の付添，結婚式・結婚披露宴の企画・運営又は開催，結婚披
露宴・結婚式の企画・運営又は開催に関する情報の提供，葬儀の執行，墓地又は納骨堂
の提供，祭壇の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【41】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，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，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術
品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興
行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音
楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番
組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器
であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，興行の企画・運営又は開催（映
画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興
行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇
の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のス
タジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修
のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸
与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，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，商品の販売に関する情報の提供，広告用具の貸与，求人情報の提供
【44】岩盤浴施設に関する情報の提供，岩盤浴施設の提供の契約の仲介又は取次ぎ，岩
盤浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.06.27 手続補正書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.08.04 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)
2007.02.16 拒絶査定

通常:
2006-053257
標準

通常:
2006-053322
標準

通常:
2006-053374
標準
41

310

ピンクリボン キッズ・ファミリー 通常:
2006-053451
プログラム
標準

35,44
311

岩盤浴ナビ

通常:
2006-053466
標準

43

312

らーめん＼すすきの一番

通常 2006-053515

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】農業体験行事の企画・運営又は開催

45
309

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.14 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.02.27 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

313

314

315

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

35,36

【35】広告，広告の代理，商品の販売に関する情報の提供，インターネットのウェブサイトを 【中間記録情報】
利用した商品の販売に関する情報の提供，市場調査，インターネットによる広告
［審査］
2006.05.26 願書
【36】金融・財務分析，金融又は財務に関する助言，保険に関する助言，保険・金融・土地
又は建物に関する財務の評価，ファクタリング，金融又は財務に関する情報の提供，保険 2006.06.19 認定･付加情報
情報の提供，傷害保険の引受，医療保険の引受け，保険契約の締結の仲介，保険の引受 2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
け，生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理，損害保険の引受け，保険 項16号)
料率の算出に関する情報の提供，生命保険の引受け，損害保険に係わる損害の査定，保 2007.02.23 拒絶査定
険料率の算出

42

【42】コンピュータデータベースのアクセスタイムの賃貸，電子計算機端末による通信にお
けるサーバーの記憶措置の記憶領域の貸与，インターネットにおける他人のウエブサイト
の企画・立案・設計・作成・更新・保守管理・運営及びこれらに関する支援・助言及び情報
の提供，インターネットその他コンピュータネットワークを介した電子会議・電子掲示板及び
データベースへのアクセスタイムの賃貸，インターネットのウエブサイトに関するデザインの
考案，インターネットのウエブサイトの作成，情報・サイト並びにその他のコンピュータネット
ワーク上で利用可能なリソースのインデックスの作成・インターネットにおけるホームページ
検索用エンジンの提供，インターネットサーバーのために用いられる電子計算機プログラ
ムの作成・保守及びそれらに関する情報の提供・助言，電子計算機通信ネットワークシス
テムの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・追加又は保守に関する調査・分
【42】コンピュータデータベースのアクセスタイムの賃貸，電子計算機端末による通信にお
けるサーバーの記憶措置の記憶領域の貸与，インターネットにおける他人のウエブサイト
の企画・立案・設計・作成・更新・保守管理・運営及びこれらに関する支援・助言及び情報
の提供，インターネットその他コンピュータネットワークを介した電子会議・電子掲示板及び
データベースへのアクセスタイムの賃貸，インターネットのウエブサイトに関するデザインの
考案，インターネットのウエブサイトの作成，情報・サイト並びにその他のコンピュータネット
ワーク上で利用可能なリソースのインデックスの作成・インターネットにおけるホームページ
検索用エンジンの提供，インターネットサーバーのために用いられる電子計算機プログラ
ムの作成・保守及びそれらに関する情報の提供・助言，電子計算機通信ネットワークシス
テムの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・追加又は保守に関する調査・分
【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
代行

【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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.16 拒絶査定

【41】技芸、スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.11 意見書
2007.02.02 拒絶査定

元祖＼旭川らーめん 本家＼ま
通常 2006-053516
つ田

経営者保険＼オンライン

レンタルシステム

３Ｑ＼サンキュー

通常 2006-053520

通常 2006-053544

通常 2006-053545

39

317

よこのりドライバー

通常 2006-053589

41
318

戦国検定試験

通常:
2006-053596
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

42

316

指定商品・役務

43
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 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)
2007.02.16 拒絶査定

【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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.07.10 手続補正書(方式)
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.27 手続補正書
2006.12.27 意見書
2007.02.09 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

319

320

321

322

323

商標（見本）

商標

幕末・明治維新検定試験

三国志検定試験

三国志検定試験

美肌再生プログラム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【41】技芸、スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.11 意見書
2007.02.02 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］
2006.05.25 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.11 意見書
2007.02.02 拒絶査定
2008.10.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

41

【41】技芸、スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.11 意見書
2007.02.02 拒絶査定

44

【44】美容

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.09 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.30 手続補正書
2007.01.30 意見書
2007.02.09 拒絶査定

41,43,44

【41】美容の教授，理容の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.06.09 願書
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
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2007.01.15 意見書
2007.02.06 拒絶査定
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 2007.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，図書の貸与，レコード
又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジ
フィルムの貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与
【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，爪の美容，入浴施設の提供，美容・理容に関する情報の提供，あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，健康診断，栄養の指

通常:
2006-053597
標準

通常:
2006-053598
標準

通常 2006-053599

通常:
2006-053725
標準

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｂｅａｕｔｙ Ｔｈｅｒａｐｉｓｔ
＼メディカルビューティセラピス 通常 2006-053754
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。

中間記録

41
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

324

325

326

327

商標（見本）

商標

ハートフルサポート

Ｐシャツ

日本印章

京都流

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【38】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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.27 意見書
2006.12.27 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定
2007.03.12 手続補足書
2007.05.14 手続補正書
2007.05.15 手続補足書
2008.03.13 登録料納付
2008.05.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.03.03 登録査定書
2008.03.13 設定納付書
2008.03.31 登録証
2008.05.30 専用使用権設定登録申請書(契約･許諾)
2008.06.27 移転登録済通知書

16,25,40

【16】紙類，文房具類，写真，印刷物
【25】ワイシャツ、ブラウス、ポロシャツ、ティーシャツ
【40】布地、被服の加工処理（乾燥処理を含む。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

16,20,40,45

【16】印章，印肉，印章収納箱，印章マット，印章用容器，黒水牛製の印章，印章ケース，印 【中間記録情報】
袋，朱肉，印鑑立て，印鑑，印鑑ケース，印章入れ
［審査］
【20】標札（金属性のものを除く）
2006.05.30 願書
【40】印章の加工又はその取次ぎ，印章の彫刻加工，印章の彫刻の取次ぎ，印章の彫刻及 2006.06.20 認定･付加情報
びこれに関する情報の提供，印鑑加工（取次ぎ），印鑑加工
2006.11.02 職権訂正履歴(職権訂正)
【45】印相に関する鑑定・相談，姓名判断
2006.11.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

41,45

【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，検定試験に関する
企画・運営又は開催，検定試験の実施及び認定，インターネットを利用した検定試験に関
する情報の提供，インターネットを利用した伝統文化・伝統工芸・伝統技術に関する情報の
提供，電子出版物の提供，図書及び記録の閲覧，美術品・伝統工芸品の展示，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。），映像機器・音声機
器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の
企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，映画・演芸・演劇・音楽又は
教育研修のための施設の提供，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸
与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み
磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸
与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【45】ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営，インターネットの電子掲示板を用いた
プロフィール・日記等の個人に関する情報の提供，インターネットの電子掲示板を用いた伝
統文化・伝統工芸・伝統技術に関する情報の提供，インターネット上でのウェブサイトを通じ
た一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供，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

通常:
2006-054424
標準

通常:
2006-054452
標準

通常:
2006-054504
標準

通常:
2006-054587
標準

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

中間記録
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 願書
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.28 拒絶査定

2008/11/13
81／88

３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

328

329

商標（見本）

商標

アンチエイジング

セルフケアサロン

種別 出願番号

区分

さくらｉタウン

41,43,44

【41】健康増進のための運動施設の提供，運動用具の貸与，健康維持及び健康促進のた
めの運動の指導，健康維持及び健康促進に関する知識の教授，健康増進セミナーの企
画・運営又は開催
【43】介護施設の提供
【44】マッサージ器の貸与，医療用機械器具の貸与，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロ
プラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医療情報の提供，健康診断，栄養の指導，健康管
理に関する指導及び助言，温泉入浴施設の提供
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，財務書類の作成又は監査若し
くは証明，職業のあっせん，輸出入に関する事務の代理又は代行，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，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
【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
【42】デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動
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，電気に関する試験又は
研究，機械器具に関する試験又は研究
【39】旅客車による輸送，モノレールによる輸送，軽車両による輸送，タクシーによる輸送，
ハイヤーによる輸送，バスによる輸送，道路情報の提供，客船による輸送，フェリーボート
による輸送，ターボジェット機による輸送，プロペラ機による輸送，ヘリコプターによる輸送，
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，主催旅行の企画及び実施に関する情報の提供
【43】宿泊施設の提供又はこれに関する情報の提供（インターネットを利用して行なう情報
の提供を含む），宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物の宿泊
施設の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，タオルの貸与
【39】旅客車による輸送，モノレールによる輸送，軽車両による輸送，タクシーによる輸送，
ハイヤーによる輸送，バスによる輸送，道路情報の提供，客船による輸送，フェリーボート
による輸送，ターボジェット機による輸送，プロペラ機による輸送，ヘリコプターによる輸送，
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，主催旅行の企画及び実施に関する情報の提供
【43】宿泊施設の提供又はこれに関する情報の提供（インターネットを利用して行なう情報
の提供を含む），宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物の宿泊
施設の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，タオルの貸与
【36】資金の貸付け及び手形の割引，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，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

通常:
2006-054820
標準

通常:
2006-054866
標準

通常:
2006-055013
標準

39,43
331

２５時間の宿

通常:
2006-055014
標準

39,43
332

６時間の宿

通常:
2006-055015
標準

36

333

ＰＡＩＲ ＨＯＵＳＥ＼ペアハウス

通常 2006-055386

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

中間記録

【41】スポーツクラブ又はアスレティックジムの提供，その他の運動施設の提供，技芸・ス
【中間記録情報】
ポーツ又は知識の教授，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 ［審査］
画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・小型自動車競走の興行に関 2006.06.13 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
するものを除く。），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
項16号)
の提供，運動用具の貸与
2007.02.26 拒絶査定

35,41,42

330

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.14 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.27 意見書
2007.02.09 拒絶査定
2007.05.11 手続補正書
［登録］
2008.09.16 登録査定書
2008.10.14 設定納付書
2008.11.04 登録証

2008/11/13
82／88

３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,41

334

ご当地検定

通常:
2006-055449
標準

42

335

エコシステム

通常 2006-055515

42
336

337

338

データサルベージ

ホットデトックスヨガ

図形商標

通常 2006-055528

指定商品・役務
【09】家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム，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，携帯電話機用ゲームプログラム，コン
ピュータ用ゲームプログラム，教育用コンピュータソフトウェア，電子計算機，その他の電子
応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機用のプログラム，業務用テレビゲーム
機，スロットマシン，携帯電話機用ストラップ，その他の電気通信機械器具，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，ダウンロード可能な画
像・映像・文字，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
オテープ・ビデオディスク及びその他の記録媒体，電子出版物，ダウンロード可能な音楽又
は音声，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，メトロノーム，電子楽器用自動
演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，眼鏡，耳栓，加工ガラス（建築用
のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵
器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステ
ム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガ
ソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火
ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保
安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の
道路標識，潜水用機械器具，電動式扉自動開閉装置，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，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，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
【28】携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，教育用玩具，その他のおもちゃ，人形，囲碁用具，
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，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
【42】コンピューターデータの回復，コンピュータデータの回復（Ｒｅｃｏｖｅｒｙ，ｏｆ，ｃｏｍｐｕｔｅｒ，
ｄａｔａ），コンピュータデータの回復（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ，ｄａｔａ（Ｒｅｃｏｖｅｒｙ，ｏｆ，－）），コンピュー
ターシステムの分析，コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理，コンピュー
タを用いて行うデータの暗号化・暗号の解読又は本人認証に関するコンサルティング，電
子計算機を用いた情報処理システムの障害回復・設計・作成又は保守に関する助言，電
子計算機上での電子計算機用プログラムの動作・障害の回復に関する助言，コンピュータ
上でのコンピュータプログラムの動作・障害の回復に関する助言

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.07.28 手続補正指令書(出願)
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.11.24 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))
2007.02.23 拒絶査定

41

【41】ヨガの教授，ヨガの教授に関する情報の提供，ヨガに関する興行の企画・運営又は開 【中間記録情報】
催，ヨガに関する施設の提供，ヨガに関する写真の撮影，ヨガに関する放送番組の制作，ヨ ［審査］
2006.06.15 願書
ガに関する用具の貸与
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.26 拒絶査定

39

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

通常:
2006-055913
標準

通常 2006-056052

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.06.14 願書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.28 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

2008/11/13
83／88

３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

339

340

341

342

商標（見本）

商標

単身者引越センター

ファンタジック水彩画

子宮美人

ｗａｋｉ

種別 出願番号

区分

ひっこし屋さんのリサイクル＼
ショップ

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

41

【41】絵画の展示，インターネットによる絵画の展示

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.11.24 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))
2007.02.23 拒絶査定

16,44

【16】印刷物
【中間記録情報】
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，健康のための心理相談及び指導，インターネット ［審査］
を利用した医療情報の提供，その他の医療情報の提供，栄養の指導
2006.06.16 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.27 拒絶査定

42,44

【42】電子計算機用プログラムの提供，気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2006.06.19 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
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
2007.02.23 拒絶査定
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，理化学機械器具の貸与，製図用
具の貸与
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
【35】リサイクル品又は中古品の販売・収集・分別・処分に関する情報の提供
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 願書
2006.11.24 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))
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-056077
標準

通常 2006-056091

通常 2006-056465

通常 2006-056665

通常 2006-057403

36

344

円滑相続信託

通常:
2006-057471
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】貨物自動車による輸送，軽車両による輸送，二輪自動車による輸送，自動車の回送，
自動車の運転の代行，引越荷物その他の貨物のこん包，引越の代行，引越の取次ぎ，引
越の請負，貨物の輸送の媒介，引越荷物の積卸し，その他の貨物の積卸し，引越荷物の
倉庫における保管，その他の寄託を受けた物品の倉庫における保管，引越荷物の一時預
かり，他人の携帯品の一時預かり，倉庫の提供

35
343

指定商品・役務

39

【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，有価
証券の貸付け，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，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，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，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，土地の管
理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒
介，建物又は土地の情報の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.20 願書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.12.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 意見書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.02.01 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

345

346

347

348

349

商標（見本）

商標

高齢者虐待防止信託

スーペリア＼ＳＵＰＥＲＩＯＲ

富士山自然教室

ＰＯＰ教室

ＩＧＡＬ

種別 出願番号

区分

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，有価
証券の貸付け，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，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，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，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，土地の管
理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒
介，建物又は土地の情報の提供

36

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2006.06.21 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
2006.11.28 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))
2007.02.26 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］
2006.06.08 願書
2006.08.04 手続補正指令書(出願)
2006.11.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

35,41

【35】広告，経営の診断また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
【41】スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍
の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除
く。），映画・演劇・音楽または教育研修のための施設の提供，図書の貸与，録画済み磁気
テープの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.07.07 認定情報通知書
2006.11.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

35,36

【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
【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，建物又は土地の情報の提供，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，慈善

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.22 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.12.13 手続補正書
2006.12.13 意見書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2007.01.26 意見書
2007.02.23 拒絶査定
2007.03.01 手続補正書
2007.11.08 登録料納付
［登録］
2007.10.31 登録査定書
2007.11.08 設定納付書
2007.12.04 登録証

通常:
2006-057472
標準

通常 2006-057695

通常:
2006-057899
標準

通常 2006-057900

通常:
2006-058082
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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.20 願書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.12.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 意見書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.02.01 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０２.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

【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，
宝とう玉の評価，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
【41】ダイエット・栄養摂取又は健康管理に関する知識の教授，ダイエットに関する知識の
教授，ダイエット及び栄養摂取に関する知識の教授，ダイエット方法に関する知識の教授，
ダイエット又は健康管理の教授，健康・美容・ダイエットに関する知識の教授，

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.22 願書
2006.12.26 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))
2007.02.05 手続補正書
2007.02.05 意見書
2007.02.20 拒絶査定

43

【43】レストラン・喫茶室・カフェテリア・バー施設における飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

30,43

【30】茶，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，サンドイッチ，しゅうま
い，すし，べんとう，こうじ，酵母，即席菓子のもと，酒かす，米，
【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，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 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。），運動施設の提供，娯楽施
設の提供，運動用具の貸与，遊戯用器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.06.28 認定･付加情報
2006.12.15 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
2007.02.02 拒絶査定
2007.03.07 手続補足書
2007.04.05 手続補正書
2007.04.05 手続補正書
2007.05.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

36

350

適正宣言

通常:
2006-058249
標準

41
351

352

353

354

ローズセラピスト

通常 2006-058368

ＣＡＲＤＡＭＯＭ ＣＨＡ＼カルダ
通常 2006-058383
ム チャ

黒寿し

半スロ

通常 2006-059369

通常:
2006-059647
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］
2006.06.12 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

2008/11/13
86／88

３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

355

356

357

358

359

商標（見本）

商標

夢―歌舞伎町物語

Ｒｅ：＼リー

温泉珈琲

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 手続補正書
2007.01.12 手続補足書
2007.01.12 意見書
2007.02.13 認定･付加情報
2007.02.19 拒絶査定

35

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

43

【43】温泉水を用いたコーヒーの提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2007.01.24 手続補正書
2007.01.24 意見書
2007.02.02 拒絶査定
2007.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.22 意見書
2007.01.22 手続補足書
2007.02.20 認定･付加情報
2007.02.26 拒絶査定

42

【42】台所・浴室・床・壁のリフォーム設計，室内のリフォーム設計，住宅のリフォーム設計，
建造物のリフォーム設計，建築物の内外装のリフォーム設計，その他の建築物のリフォー
ム設計，建築物の設計，測量，建築物のリフォーム設計に関する情報の提供，建築物の設
計又は測量に関する情報の提供，建築物のリフォーム設計の受注及び受注の仲介，建築
物のリフォーム設計の請負及びその媒介，建築物のリフォーム設計の仲介，建築物のリ
フォーム設計に関する監理・助言又はコンサルティング，建築物の設計の受注及び受注の
仲介，建築物の設計の請負及びその媒介，建築物の設計の仲介，建築物の設計に関する
監理・助言又はコンサルティング，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

36

【36】マンションの売買

通常:
2006-060093
標準

通常 2006-060121

通常:
2006-060333
標準

通常:
2006-062994
標準

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

中間記録

【41】演劇の興行の企画又は運営，演劇の演出又は上演，録画済み磁気テープの貸与

デザイナーズリフォーム＼ＤＥＳ
通常 2006-061959
ＩＧＮＥＲ’Ｓ ＲＥＦＯＲＭ

別荘付マンション

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.03 願書
2006.07.04 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)
2007.01.24 手続補正書
2007.01.24 認定･付加情報
2007.01.24 認定･付加情報
2007.01.24 意見書
2007.02.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.06 願書
2006.12.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.29 意見書
2007.02.05 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

360

361

362

商標（見本）

商標

人間改造講座

感謝行

クロズバー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【41】教育，訓練の提供，知識又は技芸の教授，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研 【中間記録情報】
［審査］
修会等の手配及び運営，書籍の制作，教育情報の提供等
2006.06.26 願書
2006.06.26 早期審査に関する事情説明書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.04 出願番号特定通知書
2006.08.16 早期審査に関する報告書
2006.08.25 早期審査選定結果の通知書
2006.09.04 早期審査に関する事情説明補充書
2006.10.03 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))
2007.02.02 拒絶査定

41

【41】教育，訓練の提供，知識又は技芸の教授，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研 【中間記録情報】
［審査］
修会等の手配及び運営，書籍の制作，教育情報の提供等
2006.06.26 願書
2006.06.26 早期審査に関する事情説明書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.08.04 出願番号特定通知書
2006.08.16 早期審査に関する報告書
2006.08.25 早期審査選定結果の通知書
2006.09.04 早期審査に関する事情説明補充書
2006.10.03 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))
2007.02.02 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

通常:
2006-063271
標準

通常:
2006-063273
標準

通常:
2006-064895
標準

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

中間記録

41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.12 願書
2006.07.12 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 意見書
2007.02.06 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定
2007.08.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.25 登録料納付
［登録］
2007.11.28 登録査定書
2007.12.25 設定納付書
2008.01.22 登録証

2008/11/13
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３条拒絶（役務）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,12,14,16,18,20,2 【09】未記録のビデオテープ・オーディオテープ・ＣＤ・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記録媒 【中間記録情報】
体，録画済み又は録音済みのビデオテープ・オーディオテープ・ＣＤ・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・そ ［審査］
5,28,41

363

ＭＥＧＡ ＢＲＡＮＤＳ

優先:
2006-066678
標準

35
364

経営コーチ

分割:
2006-100035
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。

の他の記録媒体，映写フィルム，双方向型ゲームプログラム，その他のゲームプログラ
ム，組み立ておもちゃに関するマニュアルを記憶した記録媒体，組み立ておもちゃに関する
マニュアルを内容とする電子出版物，その他の電子出版物，電子応用機械器具及びその
部品，電気通信機械器具，業務用テレビゲーム機，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
【12】二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，チャイルドシート，自動車並び
にその部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，三輪
車，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【14】宝飾品，貴金属，キーホルダー，貴金属製宝石箱，貴金属製コンパクト，時計
【16】書籍，組み立ておもちゃに関するマニュアル，その他の印刷物，文房具，事務用品（家
具に属するものを除く。），教材（器具に当たるものを除く。），紙類，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，日傘，その他の傘，携帯用化粧道具入れ，皮革
【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス，揺りかご，幼児用歩行器
【25】帽子，その他の被服，履物，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用
衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】おもちゃ，人形，ゲーム用具，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲー
ム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，
ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トラ
ンプ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集
用具
【41】娯楽の提供，娯楽情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は
知識の教授に関する助言・情報の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
【35】一般会社事務及び会計事務の請負，文書又は磁気テープのファイリング，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，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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2006.07.18 願書
2006.10.11 優先権証明書提出書
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.09 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))
2007.02.08 手続補正書
2007.02.08 意見書
2007.02.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.10.27 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.10 意見書
2007.02.09 拒絶査定

