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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

1

ＰＧＭ

通常 2004-004027

36

2

ＲＭＴ

指定商品・役務

中間記録

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，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，ゴルファー保険の引受け，
ゴルフ会員契約の募集又は売出しの取り扱い，ゴルフ会員権・スポーツ会員権・リゾートク
ラブ会員権又は会員制ホテル会員権の売買取引・媒介又は取次ぎ，ゴルフ会員権・スポー
ツ施設の会員権・リゾートクラブの会員権又は会員制ホテル会員権に関する情報の提供，
ゴルフ会員...
【36】内国為替取引，両替，外国為替取引，内国仮想現実替取引，仮想現実通貨両替，外
国仮想現実為替取引

【中間記録情報】
［審査］
2004.01.20 願書
2004.01.22 認定･付加情報
2004.08.13 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2004.09.22 手続補正書
2004.09.22 意見書
2004.09.22 認定･付加情報
2004.09.22 認定･付加情報
2005.06.29 上申書
2005.06.30 認定･付加情報
2005.10.20 上申書
2005.10.25 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
2007.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.02 手続補正書(方式)
2008.01.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.06 登録料納付
［登録］
2008.02.09 登録査定書
2008.03.06 設定納付書
2008.03.25 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.01.24 願書
2005.02.28 認定･付加情報
2005.08.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.08.26 拒絶理由通知書(その他+第4条1項11号)
2005.09.10 手続補正書
2005.09.10 意見書
2005.10.03 出願人名義変更届
2005.10.24 認定･付加情報
2005.10.24 認定･付加情報
2005.11.25 手続補正指令書(中間書類)
2005.12.20 手続補正書
2005.12.20 上申書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2007.01.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

通常:
2005-009776
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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

3

携帯万能

通常:
2005-045890
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，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，
手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチ
カードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自
動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，
消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗
難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又
は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装
置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器
具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の
機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロ
ン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，防じんマス
ク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶
画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシ
ン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き
板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた
電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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...
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.02.08 代理人辞任届
2006.03.06 手続補正書
2006.03.06 意見書
2006.03.08 代理人受任届
2006.03.09 手続補正書
2006.03.09 手続補足書
2006.04.28 通知書(再提出通知)
2006.04.28 代理人受任届
2006.05.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.02 通知書(再提出通知)
2007.04.09 拒絶査定
2007.07.11 手続補正書
2007.07.11 上申書
2007.07.11 手続補足書
2007.07.17 手続補正書
2007.07.17 手続補正書
2007.07.17 手続補足書
2008.04.23 登録料納付
［登録］
2008.04.10 登録査定書
2008.04.23 設定納付書
2008.05.20 登録証
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No.

商標（見本）

4

5

商標

ＮＹ Ｃｅｌｅｂ＼エヌワイセレブ

Ｍｉｌａｎｏ Ｃｅｌｅｂ＼ミラノセレブ

種別 出願番号

区分

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

中間記録

【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】インターネットによる広告，電子メールによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広
告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の配布，広告に関する情
報の提供，トレーディングスタンプの発行，インターネットによりデータベースを利用させる
事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行，コンピュータによる顧客
管理，コンピュータによる経営の診断及び指導，情報処理及び情報通信ネットワークの運
営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に
関する助言，企業の人事管理のための適性検査，商品の通信販売に関する情報の提供，
電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供，書籍の販売に関する情報の提
供，情報通信関連機器の販売に関する情報の提供，新商品の販売に関する情報の提供・
その他の商品の販売に関する情報の提供，事業情報の提供，建物又は土地に関する市
場調査，コンピュータによる市場調査，その他の市場調査，市場調査に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん，その他の職業の
あっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営（インターネットオークション
の運営を含む。），競売の運営（インターネットオークションの運営を含む。）に関する情報
の提供，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，通信販売に関する事務の
代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又は代行，一般事務の代理又は代行，電子計
算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気
テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理，建築物における来訪者の受付
及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情
報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集，建
物又は土地に関する事業の企画，魚・花市場における相場に関する情報の提供，電子計
算機端末による企業情報の提供，その他の企業...

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.26 上申書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.01.12 上申書
2006.01.13 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書
2007.06.28 手続補正書
2007.06.28 手続補足書
2007.09.26 手続補正書
2007.09.26 出願人名義変更届(一般承継)
2007.09.26 手続補足書
2007.09.26 登録料納付
2007.09.26 手続補正書
2007.10.29 認定･付加情報
2007.10.29 認定･付加情報
2007.10.29 認定･付加情報
2007.11.06 認定･付加情報
2007.11.06 認定･付加情報
2007.11.06 認定･付加情報
2007.11.06 認定･付加情報
［登録］
2007.08.27 登録査定書
2007.09.26 設定納付書
2007.11.27 登録証

25,35

【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】インターネットによる広告，電子メールによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広
告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の配布，広告に関する情
報の提供，トレーディングスタンプの発行，インターネットによりデータベースを利用させる
事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行，コンピュータによる顧客
管理，コンピュータによる経営の診断及び指導，情報処理及び情報通信ネットワークの運
営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に
関する助言，企業の人事管理のための適性検査，商品の通信販売に関する情報の提供，
電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供，書籍の販売に関する情報の提
供，情報通信関連機器の販売に関する情報の提供，新商品の販売に関する情報の提供・
その他の商品の販売に関する情報の提供，事業情報の提供，建物又は土地に関する市
場調査，コンピュータによる市場調査，その他の市場調査，市場調査に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん，その他の職業の
あっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営（インターネットオークション
の運営を含む。），競売の運営（インターネットオークションの運営を含む。）に関する情報
の提供，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，通信販売に関する事務の
代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又は代行，一般事務の代理又は代行，電子計
算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気
テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理，建築物における来訪者の受付
及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情
報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集，建
物又は土地に関する事業の企画，魚・花市場における相場に関する情報の提供，電子計
算機端末による企業情報の提供，その他の企業...

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.26 上申書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.01.12 上申書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.03.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.02 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書
2007.06.28 手続補正書
2007.06.28 手続補足書
2007.10.16 手続補正書
2007.10.16 出願人名義変更届(一般承継)
2007.10.16 手続補正書
2007.10.16 登録料納付
2007.11.30 認定･付加情報
2007.11.30 認定･付加情報
2007.12.05 認定･付加情報
［登録］
2007.09.18 登録査定書
2007.10.16 設定納付書
2007.12.18 登録証

通常 2005-048579

通常 2005-048580

指定商品・役務

25,35
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No.

商標（見本）

6

7

8

商標

Ｐａｒｉｓ Ｃｅｌｅｂ＼パリセレブ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.26 上申書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.12 上申書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.03.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.02 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書
2007.06.28 手続補正書
2007.06.28 手続補足書
2007.10.16 手続補正書
2007.10.16 出願人名義変更届(一般承継)
2007.10.16 手続補正書
2007.10.16 登録料納付
2007.11.30 認定･付加情報
2007.11.30 認定･付加情報
2007.12.05 認定･付加情報
［登録］
2007.09.18 登録査定書
2007.10.16 設定納付書
2007.12.18 登録証

38

【38】コンピュータ通信ネットワークを通じて行う音声・データ・映像の伝送交換，移動体電話
による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，電報による通信，ファク
シミリによる通信，総合デジタル通信，無線呼出し，人工衛星による通信，人工衛星による
テレビジョン放送，地上波によるテレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，報
道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファクシミリ・メッセージ送信装置その他の通
信機器の貸与，携帯型パーソナルコンピュータその他の電子計算機によるメッセージ・音声
及び画像・映像の伝送交換，電子メール通信

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.28 手続補正書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.02.28 意見書
2007.04.06 拒絶査定

30,43

【30】玄米からなる穀物の加工品，玄米菓子，玄米パン，玄米茶，玄米ケーキ，玄米焼き菓 【中間記録情報】
子，菓子用玄米粉，菓子用玄米水飴
［審査］
【43】喫茶店における飲食物の提供，レストランにおける飲食物の提供，軽食堂における飲 2005.08.01 願書
食物の提供，カフェテリアにおける飲食物の提供
2005.09.30 通知書(その他の通知)(期間無)
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.04 既納手数料（登録料）返還請求書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.12.02 通知書(既納手数料返還)
2005.12.02 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.24 手続補正書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 手続補足書
2006.03.24 代理人受任届
2006.03.24 意見書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

通常 2005-048581

通常 2005-075595

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

中間記録

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴
【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広
告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の配布，広告に関する情
報の提供，トレーディングスタンプの発行，インターネットによりデータベースを利用させる
事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行，コンピュータによる顧客
管理，コンピュータによる経営の診断及び指導，情報処理及び情報通信ネットワークの運
営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に
関する助言，企業の人事管理のための適性検査，商品の通信販売に関する情報の提供，
電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供，書籍の販売に関する情報の提
供，情報通信関連機器の販売に関する情報の提供，新商品の販売に関する情報の提供・
その他の商品の販売に関する情報の提供，事業情報の提供，建物又は土地に関する市
場調査，コンピュータによる市場調査，その他の市場調査，市場調査に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん，その他の職業の
あっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営（インターネットオークション
の運営を含む。），競売の運営（インターネットオークションの運営を含む。）に関する情報
の提供，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，通信販売に関する事務の
代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又は代行，一般事務の代理又は代行，電子計
算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気
テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理，建築物における来訪者の受付
及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情
報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集，建
物又は土地に関する事業の企画，魚・花市場における相場に関する情報の提供，電子計
算機端末による企業情報の提供，その他の企業...

ＩＰエンタープライズネットソーシ 通常:
2005-057633
ング
標準

Ｌｅ Ｇｅｎｍａｉ＼ル・ゲンマイ

指定商品・役務

25,35
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

9

10

11

商標

玄米菓房＼ゲンマイカボウ

まなびネット

ＷＯＲＬＤ ＥＬＥＶＥＮ

種別 出願番号

区分

41

【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
【中間記録情報】
［審査］
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
2005.09.06 願書
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・ 2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2005.11.04 手続補正書(方式)
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 2005.12.02 認定･付加情報
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために 2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
使用されるものの操作，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又 項16号)
2006.06.19 意見書
は開催，ボクシングの興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，
サッカーの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音 2006.06.21 手続補足書
2006.07.19 認定･付加情報
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 2007.01.19 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2007.02.26 意見書
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 2007.04.06 拒絶査定
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 2007.04.27 手続補正書(方式)
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 2007.12.10 登録料納付
2008.06.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 ［登録］
2007.12.03 登録査定書
与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
2007.12.10 設定納付書
2008.01.08 登録証

41

【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
【中間記録情報】
［審査］
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
2005.09.12 願書
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・ 2005.09.20 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番 号)
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために 2006.05.02 意見書
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 2006.05.02 認定･付加情報
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 2006.05.08 手続補足書
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， 2006.06.05 認定･付加情報
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 2007.04.06 拒絶査定
2007.05.28 手続補正書
のスタジオの提供，運動施設の提供，オンラインによるゲームの提供，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 2007.07.30 手続補正書
2008.03.13 登録料納付
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 ［登録］
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 2008.02.12 登録査定書
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 2008.03.13 設定納付書
2008.04.08 登録証
ラの貸与，光学機械器具の貸与

通常:
2005-083285
標準

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

中間記録

【30】玄米からなる穀物の加工品，玄米菓子，玄米パン，玄米茶，玄米ケーキ，玄米焼き菓 【中間記録情報】
子，菓子用玄米粉，菓子用玄米水飴
［審査］
【43】喫茶店における飲食物の提供，レストランにおける飲食物の提供，軽食堂における飲 2005.08.01 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
食物の提供，カフェテリアにおける飲食物の提供
2005.10.14 認定･付加情報
2005.12.02 通知書(既納手数料返還)
2005.12.02 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.03.24 手続補正書
2006.03.24 手続補足書
2006.03.24 代理人受任届
2006.03.27 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

通常 2005-075596

通常:
2005-085496
標準

指定商品・役務

30,43
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

12

13

14

15

16

商標（見本）

商標

ＩＸホスティング＼ＩＸ Ｈｏｓｔｉｎｇ

エコタウンエネルギーシステム

肉屋＼山本商店

商業Ｗｅｂ

Ｓｕｐｅｒ Ｇｉｆｔ Ｃｈｅｑｕｅ＼スー
パーギフトチェック

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【37】電気通信工事，電子応用機械器具の設置工事，電子計算機（中央処理装置及び電 【中間記録情報】
子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。） ［審査］
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 2005.09.16 願書
守
2005.09.16 認定･付加情報
【42】コンピュータサイトのホスティング（ウェブサイト）及びこれに関する情報の提供
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.18 手続補正書
2006.04.18 意見書
2007.02.09 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2007.03.20 手続補正書
2007.03.20 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
2008.05.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

07,09,39

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.24 手続補正書
2006.05.24 意見書
2006.05.26 手続補足書
2006.06.23 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

43

【07】バイオマス利用によるガス発生装置，バイオマス利用による発電装置，コージェネレー
ション機能を備えた発電機，ガスエンジン（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く），
金属加工機械器具，風水力機械器具，修繕用機械器具，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装
置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機
（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電機ブラシ
【09】燃料電池及びその部品，燃料電池発電装置，充電式燃料電池，金属を陽極として利
用するあるいはアルカリ液を電解質として利用する燃料電池，陽子交換膜型燃料電池，そ
の他の燃料電池，燃料電池スタック，燃料電池用変換部品，圧縮天然ガスステーション用
装置，燃料電池を含む電気化学式電力発生機，ガス不完全燃焼報知器，熱供給に際して
使用した熱を熱媒の流量と出入りの温度差から測定するための装置，アーク溶接機，金属
溶断機，電気溶接装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，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，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変
流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用
機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極
【39】地域暖冷房の供給，熱電併給システムによる熱の供給，水素の供給，ガスの供給，
電気の供給，水の供給，熱の供給，水素・ガス・電気・水・熱の供給に関する情報の提供，
機械式駐車装置の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷凍機械器
【43】牛肉料理の提供

42

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.08 意見書
2007.04.24 拒絶査定

16,36

【16】カタログ，その他の印刷物
【36】前払式証票の発行

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.26 意見書
2007.04.03 拒絶査定

通常 2005-087280

通常:
2005-088919
標準

通常 2005-097849

通常:
2005-107931
標準

通常 2005-112100

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

37,42
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.22 手続補正書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2006.05.22 意見書
2007.04.11 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,42

17

18

19

ひかりグリッド

地震安心

先生塾

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2007.01.11 伺い書
2007.01.19 伺い回答書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.24 拒絶査定
2008.09.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

37

41

【41】知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.09.11 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 意見書
2007.02.19 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定

通常:
2005-112889
標準

通常:
2005-116430
標準

通常:
2006-002536
標準

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

中間記録

【09】電池，電気磁気測定器，光ケーブル・その他の電線及びケーブル，電気通信機械器
具，コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，通信ネットワークを通じてダウンロード
可能なコンピュータプログラム，電子応用機械器具及びその部品，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，録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク及び光ディスク，
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，通信ネットワーク
を通じてダウンロード可能な音楽，電子出版物，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，通信ネットワークを通じてダウンロード可能な映像
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）の設計，デザインの考案，コンピュー
タデータベースへのアクセスタイムの賃貸，電子商取引における利用者の認証，情報処理
システム（情報ネットワークを含む。）の設計・開発及びコンサルティング，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，インターネットにおけるホームページの
作成，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専
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，
情報処理装置及びコンピュータの貸与，デジタル写真・画像データを記憶・保存するコン
ピュータの記憶装置の記憶領域の貸与，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，気象情報の提供，生物・物理・化学・医学等の科学に関する技術情報の
提供，工業所有権に関する情報の提供，法律・判決に関する情報の提供，公的年金に関
する情報の提供，社会保険に関する情報の提供，出版物の企画・編集に関する情報の提
【37】建設工事，建築工事に関する助言

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.02.16 手続補正書(方式)
2006.02.21 認定･付加情報
2006.02.21 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.05 手続補正書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.05 意見書
2006.07.05 認定･付加情報
2007.04.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.04.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.04.13 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,29,30,41

20

ロハスピープル

通常:
2006-003255
標準

41

21

ピラティスゴルフ

通常:
2006-006205
標準

30,35,42

22

ｉＳｗｅｅｔｓ＼アイスイーツ

通常 2006-008390

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】せっけん類，歯磨き，化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香 【中間記録情報】
料，精油からなる食品香料，薫料
［審査］
【29】ビタミン・ミネラル・ハーブを主原料に配合するカプセル状・液状・粉末状・顆粒状又は 2006.01.05 願書
錠剤状の加工食品
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，米，脱穀済みのえん麦，脱穀 項16号)
済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，サンドイッチ，菓子及びパン，即席菓子のもと，ア 2007.04.06 拒絶査定
イスクリームのもと，シャーベットのもと，氷
【41】農業の教授，農業及び農村文化の知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の
教授，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企画・
運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記
録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の
興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，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。），放送番組等の制作における演出，映像機器・音声機器等の機
器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ゴルフの興行の企画・運営又
は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボクシングの興行の企画・運営又は開催，野
球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行の企画・運営又は開催，農業体験行事
（田植・稲刈り・野菜の植付け・収穫等）の企画・運営又は開催，カカシのコンクールの企
画・運営又は開催，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企
画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジ
オの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のた
めの施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽
器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸
与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルム
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
【中間記録情報】
［審査］
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
2006.01.27 願書
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・ 2006.01.27 認定･付加情報
2006.02.01 職権訂正履歴(職権訂正)
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番 2006.02.07 職権訂正通知書(職権訂正)
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 2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2007.02.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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， 2007.04.25 拒絶査定
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
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.01.23 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
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
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
2006.10.13 手続補正指示書(審査官)
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
2006.10.31 再送
【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， 2007.04.20 拒絶査定
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく 2008.08.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
は証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予
約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計
算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における
来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの
貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,42

23

Ｆｏｒ ｙｏｕ

通常:
2006-011012
標準

03,06,09,14,16,18,2
5,34,36

24

Ｓａｉｎｔ－Ｐｅｔｅｒｓｂｏｕｒｇ

通常:
2006-012272
標準

09,38,41,42

25

アプリ・オン・デマンド

通常:
2006-016129
標準

09,38
26

年収１０００万円以下の人のた 通常:
2006-016606
めの成功哲学
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

【16】雑誌・新聞
【中間記録情報】
【42】インターネット等の通信ネットワークを用いた電子会議室・電子掲示板その他のコミュ ［審査］
2006.02.09 願書
ニケーションサイトの提供，インターネットにおける検索エンジンの提供，その他の電子計
算機用プログラムの提供，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・ 2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
2006.07.13 手続補正書
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，
2006.07.13 意見書
電子計算機の貸与
2007.04.06 伺い書
2007.04.11 拒絶査定
2007.04.13 伺い回答書
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.02.14 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，植物
性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食品香料，薫料，研磨 2006.02.17 職権訂正履歴(職権訂正)
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
2006.02.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
2007.02.21 期間延長請求書
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
2007.03.22 意見書
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
2007.03.22 手続補足書
製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航 2007.04.19 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
路標識（発光式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽，ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，いかり，金属製ビッ
ト，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロー
プ，金網，金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，
金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受
け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製の
タオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金
属製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金
属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金
属製彫刻
【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
【09】業務用テレビゲーム機，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 【中間記録情報】
信機械器具の部品及び附属品，コンパクトディスクケース，メモリーカード，メモリーカード ［審査］
2006.02.23 願書
ケース，マウスパッド，コンピュータプログラム，ダウンロード可能なコンピュータプログラ
2006.02.24 認定･付加情報
ム，コンピュータ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憶媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，サング 2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ラスその他の眼鏡，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プログラ 号)
ム，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，家庭用テレビゲームお 2006.11.14 意見書
2006.11.14 手続補足書
もちゃ用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憶媒体，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，ダウンロー 2006.11.14 手続補足書
ド可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用 2006.11.14 認定･付加情報
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 2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.14 認定･付加情報
その他の記憶媒体，スロットマシン，録音済みコンパクトディスクその他のレコード，ダウン
ロード可能な音楽，ダウンロード可能な音声，映写フィルム，スライドフィルム，録画済みビ 2006.11.14 手続補足書
2006.11.14 代理人受任届
デオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な静止画像，ダウンロード可能な動画
像，ダウンロード可能な映像，電子出版物
2006.11.17 認定･付加情報
2006.11.17 認定･付加情報
【38】電子メールによる通信，電子掲示板による通信，その他の電気通信（放送を除く。），
通信ネットワークへの接続の提供，オンデマンド方式による音声・画像の伝送交換，放送
2007.04.06 拒絶査定
【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，通信を用いて行うゲームの攻略に関する情報の提供，通信を用いて行うカラオケの提
供，娯楽施設の提供，テレビゲームイベントの企画・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，通信を用いて行う
音楽・音声の提供，通信を用いて行う静止画像・動画像・映像の提供，通信を用いて行う映
【09】電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び 【中間記録情報】
その他の記録媒体，電気計算機，電子計算機用プログラム，電子出版物
［審査］
【38】商品販売及び商品・事業情報の提供のための電子計算機端末の通信ネットワークへ 2006.02.13 願書
の接続の提供，移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通 2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
信，電報による通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，テレビジョン 条1項11号を除く))
2007.04.20 拒絶査定
放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，報道をするものに対するニュースの供給，電話
機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
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No.

27

28

29

商標（見本）

商標

アスベストモイスト工法

ＳＡＦＥＴＹ ＳＴＡＧＥ＼セーフ
ティステージ

§ＴＡＩＫＹＵ

種別 出願番号

区分

ポケットメイド

06,37

【06】昇降式足場・昇降式足場用装置・金属製建築用足場その他の建築用又は構築用の 【中間記録情報】
金属製専用材料
［審査］
2006.03.09 願書
【37】建設工事，建築工事に関する助言，昇降式足場・昇降式足場用装置・金属製建築用
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
足場の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，
条1項11号を除く))
昇降式足場・昇降式足場用装置・金属製建築用足場の貸与，土木機械器具の貸与
2006.11.20 意見書
2006.11.20 手続補足書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.04.24 拒絶査定

02,40

【02】塗料
【40】金物への塗装加工

通常 2006-019659

通常 2006-021107

通常 2006-022571

通常:
2006-023089
標準

45
31

ＰＲＩＶＩＬＥＧＥ

通常:
2006-023361
標準

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

中間記録

【37】アスベスト除去工事，その他の建設工事，アスベスト除去工事に関する助言

09,16,41,42

30

指定商品・役務

37

【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+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.03 手続補正書
2006.10.03 意見書
2007.04.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.14 手続補足書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.04.17 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.19 手続補正書
2006.12.19 認定･付加情報
2006.12.19 意見書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定
【09】コンピュータプログラム，ゲームソフト，データ通信端末機用プログラム，ＣＤ－ＲＯＭ 【中間記録情報】
（読取り専用記憶媒体），携帯電話用プログラム，携帯電話用のストラップ，インターネット ［審査］
接続用電気通信機械器具，インターネットを通じてダウンロードできる映像・画像・音楽・音 2006.03.15 願書
2006.04.07 手続補正書(方式)
声・キャラクター・動画・テキスト・ゲーム・電子出版物，映像・画像・音楽・音声・キャラク
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
ター・動画・テキスト・ゲームを記憶させた記録媒体，コンピュータ用プログラムを記憶させ
た記録媒体（ＤＶＤ，ＣＤ－ＲＯＭ，ＨＤＤ等），家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶 号)
させたＲＯＭカートリッジ，アニメーション映写フィルム，動画，映画用フィルム（露光済みの 2007.04.20 拒絶査定
もの），映画用フィルム編集用具，映写装置，映写用スクリーン，スライド映写機，写真用
棚，レーザー写真，スライド用枠（写真用のもの），スライドフィルム（現像済みのもの），録
音済み又は録画済みのコンパクトディスク，双眼鏡，計算器，会計機，撮影機，カメラ（写真
用のもの），写真用機器専用ケース，カメラ用三脚，運動用保護ヘルメット，サングラス，コ
ンタクトレンズ，コンタクトレンズ用容器，眼鏡用枠，眼鏡，眼鏡用容器，眼鏡用鎖，眼鏡用
ひも，運動用ゴーグル，教育用映像周波機械器具・教育用音声周波機械器具・その他の
教育用視聴覚機械器具，電気式警報ベル，警報器，火災報知器，タイムレコーダー，発光
式標識（「電球及び照明用器具」に属するものを除く）
【16】漫画本，小説本，新聞，雑誌，カレンダー，郵便切手，はがき，ポスター，写真，写真
集，アルバム，年鑑，小冊子，パンフレット，カタログ，しおり，ステッカー，チケット，書籍，
出版物，定期刊行物，絵画，グリーティングカード，グラフィック印刷物，グラフィック複製
画，あて名印刷機用アドレスプレート，あて名スタンプ，あて名印刷機，鉛筆，ペン（事務用
品），文房具，紙製又は厚紙製の広告板紙，通知状用カード（文房具），水生動植物の室内
飼育観賞用水槽，陸生動植物の室内飼育・栽培用ガラス槽，建築模型，計算表，美術用
【45】ファッション情報の提供，新聞記事情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性 【中間記録情報】
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 ［審査］
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， 2006.03.15 願書
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 2006.03.15 認定･付加情報
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
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
貸与，装身具の貸与
2007.04.06 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

32

デュープレックス

通常:
2006-023381
標準

42

33

デザイン心理学

通常:
2006-026218
標準

35,38,42

34

Ｅｔｈｅｒ

優先:
2006-027573
標準

35,42

35

Ｙｏｕｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｐａｒｔｎｅｒ

通常:
2006-027946
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2006.03.15 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2006.04.17 手続補正指令書(出願)
2006.05.16 手続補正書(方式)
2006.06.13 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.02 意見書
2007.03.01 上申書
2007.03.02 手続補正書
2007.03.02 手続補足書
2007.03.05 認定･付加情報
2007.04.02 認定･付加情報
2007.04.12 拒絶査定
2007.06.04 手続補正書(方式)
2007.06.04 手続補足書
2007.06.07 手続補正書
【42】デザインの考案，デザインの考案に関するコンサルティング又は情報の提供，デザイ 【中間記録情報】
［審査］
ンの考案に関する指導・助言・相談又は情報の提供
2006.03.24 願書
2006.03.27 認定･付加情報
2007.02.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.12 意見書
2007.03.13 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
【35】アドバイス及び他の個人・企業のサービスの宣伝広告の表示及びこれらへのアクセス
を含むオンライン市場の運営及び管理，電話及びその他の通信手段を通じたオンライン上
でのアドバイスの売主と買主の接続及び関連する請求書発行・集金・会計，広告，ビジネス
関連サービス，広告物の配布，事業の販売促進キャンペーンの展開，事業の運営，事業
の管理，経営相談，芸術・建築・小売・不動産・銀行・金融・証券・保険・税務・会計・経済・
自動車・教育・キャリアプランニング・コンピュータ・インターネット・技術・情報技術・映画・音
楽・劇場・法律・薬剤・健康及び健康管理・住宅・インテリアデザイン・造園・育児・旅行・建
設・国政・社会的問題・カウンセリング・心理・気象・及び一般的興味の幅広い分野を含む
様々な分野における情報の促進サービス及びアドバイザー・請負人・ウェブロガーの紹介，
芸術・建築・小売・不動産・銀行・金融・証券・保険・税務・会計・経済・自動車・教育・キャリ
アプランニング・コンピュータ・インターネット・技術・情報技術・映画・音楽・劇場・法律・薬
剤・健康及び健康管理・住宅・インテリアデザイン・造園・育児・旅行・建設・国政・社会的問
題・カウンセリング・心理・気象・及び一般的興味の幅広い分野を含む様々な分野における
情報を内容とする他人を代行して行う電話情報サービスの提供，グローバルコンピュータ
ネットワークを通じて提供されるオンラインサービス，芸術・建築・小売・不動産・銀行・金
融・証券・保険・税務・会計・経済・自動車・教育・キャリアプランニング・コンピュータ・イン
ターネット・技術・情報技術・映画・音楽・劇場・法律・薬剤・健康及び健康管理・住宅・インテ
リアデザイン・造園・育児・旅行・建設・国政・社会的問題・カウンセリング・心理・気象・及び
一般的興味の幅広い分野を含む様々な分野において利用者・アドバイザー・請負人・ウェ
ブロガーが情報を提供し他の利用者・顧客と通信する機会の提供，上記すべてのサービス
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査
【42】エネルギー・医薬品・医療機器・環境調査及び解析・先端技術関連高分子素材・セ
キュリティ機器・バイオテクノロジー並びにソフトウェアの研究開発，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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.05.18 優先権証明書提出書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.30 期間延長請求書
2007.04.23 拒絶査定
2008.11.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.08.23 代理権変更届
2006.09.04 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.02 拒絶査定
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No.

36

37

38

39

商標（見本）

商標

ＴＤ－ＰＨＯＮＥ

生涯健康住宅

昭和の＼青春ポップス

マインドマップ

種別 出願番号

区分

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，家庭用テレビゲームおもちゃ 【中間記録情報】
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
［審査］
2006.04.04 願書
【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
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.05.08 手続補正書(方式)
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.13 拒絶査定
2007.11.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

37

【37】建築一式工事

41

【41】電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う携帯電話の着信音用の音 【中間記録情報】
楽・音声・歌詞・台詞の提供，電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う携 ［審査］
2006.04.11 願書
帯電話機の着信音用の音楽・音声・歌詞・台詞の提供に関する情報の提供，電子計算機
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
端末又は携帯電話機による通信を用いて行う音楽・音声の提供
項16号)
2007.04.17 拒絶査定

09,41

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

通常:
2006-030214
標準

通常:
2006-031594
標準

通常 2006-032815

通常:
2006-032992
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

09,38
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 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)
2006.12.28 手続補正書
2006.12.28 手続補足書
2006.12.28 意見書
2007.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.01 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定
2007.04.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.06 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41

40

５Ｓの飯田

通常:
2006-034918
標準

44
41

42

43

セルフボディメイク

リンパティックハーブセラピー

新潟管財

指定商品・役務
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，
輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，
タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
【44】整体による治療，美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅ
う，はり

通常 2006-035544

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.06 意見書
2007.04.06 拒絶査定

41,44

【41】全身のリンパに働きかけるハーブ・アロエベラ等を用いた美容及び健康法に関する知 【中間記録情報】
識及び技法の教授，マッサージ・指圧・ツボ刺激・反射区刺激・矯正・整体・エステ・ダイエッ ［審査］
2006.04.07 願書
ト・その他の技法を複合し身体の外側（手技）と内側（栄養摂取）から機能する美容と健康
法に関する知識及び技法の教授
2006.09.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.08 職権訂正通知書(職権訂正)
【44】全身のリンパに働きかけるハーブ・アロエベラ等を用いた美容及び健康法，マッサー
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ジ・指圧・ツボ刺激・反射区刺激・矯正・整体・エステ・ダイエット・その他の技法を複合し身
条1項11号を除く))
体の外側（手技）と内側（栄養摂取）から機能する美容及び健康法，栄養の指導
2007.04.20 拒絶査定

37

【37】建築物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，防災・防犯・電源制御・空 【中間記録情報】
調等の建物管理設備設置工事又はこれらの取次ぎ，床洗浄機の貸与，モップの貸与，動 ［審査］
力付床洗浄機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，貯蔵槽類の清掃，貯蔵槽 2006.04.24 願書
2006.05.02 上申書
類の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，洗浄機能付き
便座の修理，ガス湯沸し器の修理又は保守，冷暖房装置の修理又は保守，家具の修理， 2006.05.02 手続補足書
2006.06.05 認定･付加情報
廃棄物破砕装置の修理又は保守，廃棄物圧縮装置の修理又は保守，防鼠工事，防虫工
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
事，害虫防除施工工事
2006.10.30 意見書
2006.11.06 上申書
2006.11.06 手続補足書
2006.11.08 上申書
2006.12.04 上申書
2006.12.04 手続補足書
2006.12.05 認定･付加情報
2006.12.12 上申書
2007.01.10 認定･付加情報
2007.01.11 上申書
2007.01.11 手続補足書
2007.02.09 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

通常 2006-036793

通常 2006-037388

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.10 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

44

45

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 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))
2006.11.15 意見書
2007.04.13 拒絶査定

36

【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借
の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地
の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地
の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝
玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，税務相談に関する情報の提
【42】工業所有権に関する手続の代理（弁理士法第７５条の規定により、弁理士又は特許
業務法人でない者が報酬を得て業としてすることができない手続の代理に限る。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 意見書
2006.10.23 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー、シチュー又は
スープのもと，こんにゃく，豆腐，豆乳，
【30】茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く。），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，酵母，ベーキング
パウダー，酒かす
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.06.16 手続補正指令書(出願)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.12 再送
2007.07.03 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.07.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

色彩心理診断士＼Ｃｏｌｏｕｒ Ｐｓ
通常 2006-038547
ｙｃｈｏ Ａｎａｌｙｓｔ

進化する銀行

東京知財事務所

通常:
2006-038698
標準

分割 2006-039305

29,30,32,33,43

47

黄金豚

通常 2006-041518

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】色彩に関する資格の検定及び認定，色彩に関する知識の教授，色彩に関するセミ
ナーの企画・運営又は開催
【44】カラーセラピーの提供

42

46

指定商品・役務

41,44

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.04.28 手続補正書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.10 意見書
2006.10.13 手続補足書
2006.11.10 認定･付加情報
2007.04.04 拒絶査定
2007.07.13 手続補正書
2007.07.18 手続補足書
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No.

48

49

50

51

商標（見本）

商標

知財監査

黄金豚

デザート・デザート

マルチジョブ＼Ｍｕｌｔｉ Ｊｏｂ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【35】知的財産を活用するための経営の診断・指導・相談・助言，知的財産を戦略的に用い 【中間記録情報】
る経営の助言，知的財産の事業に関する情報の提供，知的財産に関する事業管理につい ［審査］
ての助言，知的財産に関する事業の調査，新商品の販売に関する情報の提供
2006.05.08 願書
【41】知的財産に関するセミナーの企画・運営又は開催，知的財産に関する教育研修，知
2006.10.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
的財産に関する研修の企画・運営又は開催，知的財産に関する能力の検定及び認定，知 条1項11号を除く))
的財産に関するシンポジウムの開催，知的財産に関する財産的価値の評価方法の教授， 2006.11.30 手続補正書
知的財産権に関する試験の企画・運営・実施，知的財産に関する電子出版物の提供
2006.11.30 手続補足書
2006.11.30 意見書
【42】知的財産の事業化のための仲介又は斡旋，知的財産に関する契約の代理又は媒
2007.01.05 認定･付加情報
介，知的財産に関する助言又はコンサルティング，知的財産に関する先行技術文献の調
2007.04.20 拒絶査定
査，新商品の開発に関する情報の提供
2007.08.10 手続補正書
2007.08.10 手続補正書
2007.08.11 手続補足書
2007.10.19 手続補正書(方式)

29,30,32,33,43

【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，こんにゃく，豆腐，豆乳，
【30】茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く。），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，酵母，ベーキング
パウダー，酒かす
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.12 再送
2007.07.03 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.07.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.06.09 手続補正指令書(出願)
2006.06.14 手続補正書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.13 拒絶査定

09,38

【09】携帯電話機
【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，移動体電話による通信への加入の取り次ぎ，放送番組
の番組表に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.05.10 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)
2007.01.24 手続補正書
2007.01.24 意見書
2007.01.24 手続補足書
2007.01.24 認定･付加情報
2007.01.24 認定･付加情報
2007.02.22 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
2007.07.25 手続補正書
2008.06.18 登録料納付
［登録］
2008.06.09 登録査定書
2008.06.18 設定納付書
2008.07.15 登録証

通常:
2006-041607
標準

通常:
2006-041981
標準

通常 2006-042193

通常 2006-042369

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

35,41,42
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No.
52

53

54

55

商標（見本）

商標
ジュエリー１１９番

石の湯

初動負荷理論

Ｋｒｉｐａｌｕ＼クリパル

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【37】宝石及び貴金属の修理又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.24 拒絶査定

44

【44】エステティックその他の美容，エステティックに関するカウンセリング，理容，サウナそ
の他の入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，雑草の防
除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・マッサージ及
び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，
歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農業用機械器具
の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機
械器具の貸与，芝刈機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.05.12 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.13 拒絶査定

41

【41】神経筋制御を賦活化、合理化、及び活発化し、反射の起こるポジションへの身体変化
及びそれに伴う重心位置変化等を利用し、主働筋の弛緩－伸長－短縮の一連動作過程を
促進させるとともに、その拮抗筋ならびに拮抗的に作用する筋の共縮を防ぎながら行う、動
作初期の与負荷に起因する筋の弛緩に引き続く伸長相の張力が低く時間が長い運動の理
論の教授，神経筋制御を賦活化、合理化、及び活発化し、反射の起こるポジションへの身
体変化及びそれに伴う重心位置変化等を利用し、主働筋の弛緩－伸長－短縮の一連動
作過程を促進させるとともに、その拮抗筋ならびに拮抗的に作用する筋の共縮を防ぎなが
ら行う、動作初期の与負荷に起因する筋の弛緩に引き続く伸長相の張力が低く時間が長
い運動の理論に関するセミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.11.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.04 手続補正書
2007.01.04 物件提出書
2007.01.04 意見書
2007.02.02 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定
2007.05.07 手続補正書
2007.05.07 手続補足書
2007.05.07 出願人名義変更届
2007.05.22 手続補正書(方式)
2007.05.22 物件提出書
2008.01.24 手続補正書
2008.03.03 登録料納付
［登録］
2008.02.14 登録査定書
2008.03.03 設定納付書
2008.04.08 登録証

41

【41】アメリカ合衆国マサチューセッツ州Ｋｒｉｐａｌｕ，Ｃｅｎｔｅｒ，ｆｏｒ，Ｙｏｇａ，ａｎｄ，Ｈｅａｌｔｈで指 【中間記録情報】
導されるクリパルヨガの教示・哲学に従ったヨガの芸術・科学・哲学の研究・教示・普及・振 ［審査］
興，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
2006.04.29 願書
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・ 2006.06.09 手続補正指令書(出願)
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 2006.06.30 手続補正書
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
2006.08.07 認定･付加情報
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， 2006.08.07 認定･付加情報
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，
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
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
2007.04.27 拒絶査定
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

通常:
2006-042864
標準

通常 2006-043497

通常 2006-043956

通常 2006-044741

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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No.

56

57

商標（見本）

商標

大川保険事務所

ＨＳＢＣ＼Ｒｅｄ．

種別 出願番号

区分

ＨＳＢＣ Ｒｅｄ．

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.05.26 手続補正書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.05.30 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.03 拒絶査定

36

【36】コンピュータシステムを用いた金融業務，コンピュータシステムを用いた銀行業務，コ
ンピュータシステムを用いた金融又は財務に関する情報の提供，コンピュータシステムを用
いた資金の貸付け，インターネット・電話・携帯電話を用いた電子的な銀行業務，預金の受
入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金の貸付け及び
手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の貸付け，金銭債
権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，金融先物取引
の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土
地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に関する業務，
割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証
券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取
引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有
価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外
国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒
介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出
しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受託，生命保
険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る
損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借の代理又は
媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評
価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評
【36】コンピュータシステムを用いた金融業務，コンピュータシステムを用いた銀行業務，コ
ンピュータシステムを用いた金融又は財務に関する情報の提供，コンピュータシステムを用
いた資金の貸付け，インターネット・電話・携帯電話を用いた電子的な銀行業務，預金の受
入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金の貸付け及び
手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の貸付け，金銭債
権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，金融先物取引
の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土
地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に関する業務，
割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証
券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取
引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有
価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外
国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒
介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出
しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受託，生命保
険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る
損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借の代理又は
媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評
価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2007.01.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.16 拒絶査定

通常:
2006-044941
標準

通常 2006-045054

通常 2006-045055

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

中間記録

【12】自動車並びにその部品及び付属品
【36】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，生
命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，保険料率の算出

36

58

指定商品・役務

12,36
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2007.01.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.16 拒絶査定
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No.

59

60

61

62

63

商標（見本）

商標

同行サービス

同行便利

おたすけ サービス

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.21 手続補正書
2006.11.21 意見書
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 手続補正指示書(審査官)
2007.02.15 手続補正書
2007.02.15 意見書
2007.04.20 拒絶査定

39

【39】人材派遣による自動車の運転の代行

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.21 手続補正書
2006.11.21 意見書
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 手続補正指示書(審査官)
2007.02.15 手続補正書
2007.02.15 意見書
2007.04.20 拒絶査定

39

【39】人材派遣による自動車の運転の代行

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.21 手続補正書
2006.11.21 意見書
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 手続補正指示書(審査官)
2007.02.15 手続補正書
2007.02.15 意見書
2007.04.20 拒絶査定

37

【37】潜水用機械器具の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，医療用機械器 【中間記録情報】
具の修理又は保守
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.24 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)
2006.12.22 意見書
2007.02.16 手続補正指令書(中間書類)
2007.02.19 手続補正書(方式)
2007.03.28 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

41

【41】セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.05.19 願書
告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，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 2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定
関するものを除く。），娯楽施設の提供，ぱちんこ・スロットマシンに関するイベントの企画・
運営又は開催

通常 2006-045760

通常 2006-045762

通常 2006-045763

通常:
2006-046100
標準

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

中間記録

【39】人材派遣による自動車の運転の代行

オーバーホールセンター＼ＰＲ
ＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬ ＳＣＵＢＡ ＧＥ
通常 2006-046048
ＡＲ ＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣＥ ＳＥＲ
ＶＩＣＥ

大盤振る舞い

指定商品・役務

39
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【39】観光業務，観光地・観光施設に関する旅行情報の提供，名所・旧跡に関する情報の
提供を含む旅行情報の提供，名所・旧跡・観光地を散策するツアーの企画・運営又は開
催，名所・旧跡・観光地を散策するツアーの企画・運営又は開催に関する情報の提供，旅
行者の案内，旅行者の案内に関する情報の提供，旅行者の添乗又は案内，旅行先の自動
車の貸与に関する情報の提供，旅行用品の貸与に関する情報の提供，輸送情報の提供，
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，引越の代行，
船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の実施，
旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，
寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，ガスの供給，電気
の供給，水の供給，熱の供給，倉庫の提供，駐車場の提供，有料道路の提供，係留施設
の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，自動車の貸与，船舶の貸
与，車いすの貸与，自転車の貸与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，包装用機械
器具の貸与，金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，郵便，冷凍
【43】簡易食堂・旅行者用レストラン・レストラン・ビュッフェ式レストラン・軽食堂における飲
食物の提供，レストランチェーン店における飲食物の提供，レストランチェーン店における
飲食物の提供の契約の仲介又は取次ぎ，飲食物の提供に関する助言・指導及び情報の
提供，日本料理店における飲食物の提供，日本料理店における飲食物の提供の契約の仲
介又は取次ぎ，韓国料理店における飲食物の提供，韓国料理店における飲食物の提供の
契約の仲介又は取次ぎ，飲食物の提供，休憩施設の提供，宿泊施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.16 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))
2007.01.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.17 拒絶査定
2007.04.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

39

【39】人材派遣による自動車の運転の代行

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.11.22 手続補正書
2006.11.22 意見書
2006.11.24 手続補正書
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.09 手続補正指示書(審査官)
2007.02.15 手続補正書
2007.02.15 意見書
2007.04.20 拒絶査定

39

【39】人材派遣による自動車の運転の代行

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.22 手続補正書
2006.11.22 意見書
2006.11.24 手続補正書
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.09 手続補正指示書(審査官)
2007.02.15 手続補正書
2007.02.15 意見書
2007.04.20 拒絶査定

39

64

六十里越街道

通常:
2006-046250
標準

43

65

66

67

ブラックフード＼Ｂｌａｃｋ Ｆｏｏｄ

駐禁運転

駐禁代行

通常 2006-046595

通常 2006-046757

通常 2006-046758

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.05.22 願書
2006.05.23 手続補足書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.31 期間延長請求書
2007.01.31 認定･付加情報
2007.04.19 拒絶査定
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No.

68

69

商標（見本）

商標

ヒロットセラピー

柴崎

種別 出願番号

区分

ＩＭＳｏｌｕｔｉｏｎｓ

29,30,31,43

【29】豆，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， 【中間記録情報】
冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく， ［審査］
2006.05.11 願書
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，食用たんぱく
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定
【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
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【31】そば，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，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
【43】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
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
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
2006.05.26 願書
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
2006.05.26 認定･付加情報
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
2006.07.27 出願人名義変更届(一般承継)
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
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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
2007.04.13 拒絶査定
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

通常:
2006-047305
標準

通常 2006-048289

通常:
2006-048406
標準

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

中間記録

【44】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。），リフレクソ ［審査］
2006.05.23 手続補正書
ロジー・マッサージ，フィリピンに伝わる民間療法に基づくオイルを使ったマッサージ，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， 2006.05.23 願書
2006.05.25 認定･付加情報
健康診断，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
2006.05.25 認定･付加情報
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
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
具の貸与，芝刈機の貸与
第4条1項11号)
2007.04.05 拒絶査定
2007.06.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,42

70

指定商品・役務

44
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
40

71

空間除電システム

通常:
2006-048411
標準

40

72

ＯＲＤＥＲＳＯＦＡＧＡＬＬＥＲＹ

ＳＡＮＴＡ ＭＡＩＬ＼サンタ メー
通常 2006-048769
ル

09,42
74

省エネＷｅｂ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.05.26 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))
2007.04.20 拒絶査定

通常 2006-048577

39

73

指定商品・役務
【40】放射線の除洗，布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），裁縫，ししゅ
う，金属の加工，ゴムの加工，プラスチックの加工，セラミックの加工，木材の加工，紙の加
工，石材の加工，剥製，竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工（食物原材料
の加工を除く。），食料品の加工，義肢又は義歯の加工（医療材料の加工を含む。），映画
用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，製本，浄水
処理，廃棄物の再生，原子核燃料の再加工処理，印章の彫刻，グラビア製版，繊維機械
器具の貸与，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与，
金属加工機械器具の貸与，製本機械の貸与，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の
貸与，製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与，パルプ製造用・製紙用又は紙工用
の機械器具の貸与，浄水装置の貸与，廃棄物圧縮装置の貸与，廃棄物破砕装置の貸与，
化学機械器具の貸与，ガラス器製造機械の貸与，靴製造機械の貸与，たばこ製造機械の
貸与，材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供，印刷，廃棄物の収集・分別及び
処分，編み機の貸与，ミシンの貸与，印刷用機械器具の貸与，空間を除電対象区とする静
【40】受託による家具の製造及び加工，受託による家具の製造及び加工に関する情報の提
供，受託による家具の製造及び加工に関する相談・助言・指導，受託による家具の製造及
び加工の媒介又は取次ぎ

通常:
2006-048940
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］
2006.05.26 願書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.14 早期審査に関する事情説明書
2006.06.19 早期審査に関する報告書
2006.06.20 早期審査選定結果の通知書
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 意見書
2007.04.03 拒絶査定

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶に 【中間記録情報】
よる輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の ［審査］
2006.05.28 願書
代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取 2006.05.29 手続補正書
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，ガスの供給， 2006.06.06 手続補正指令書(出願)
2006.06.19 上申書
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
2006.06.30 認定･付加情報
施設の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，コンテナの貸与，自動車の貸与，船舶の貸
与，車いすの貸与，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 2006.06.30 認定･付加情報
2006.06.30 認定･付加情報
庫の貸与，冷凍冷蔵庫の貸与
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.23 拒絶査定
【09】電子応用機械器具
【中間記録情報】
［審査］
【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
2006.05.29 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.10 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

75

マネーライフシミュレーション

通常:
2006-049282
標準

36

76

マネーライフ情報お届けサービ 通常:
2006-049283
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
【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，金融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，株式未公開企業の株式への投資，有価証券私募の取扱い，公社債の払込金の受入
及び元利金支払の代理，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
【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，金融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，株式未公開企業の株式への投資，有価証券私募の取扱い，公社債の払込金の受入
及び元利金支払の代理，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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.09 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

77

第二のスタート応援プラン（退職 通常:
2006-049284
金運用プラン）
標準

35,37,42

78

セキュア・オフィス

通常:
2006-050018
標準

44
79

指定商品・役務
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，金融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，株式未公開企業の株式への投資，有価証券私募の取扱い，公社債の払込金の受入
及び元利金支払の代理，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
【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，コンピュータシステムの操作に関する運用管理，コンピュータシステムの操作に関する
運用管理に関する助言・情報の提供，電子計算機又は電子計算機情報網の操作に関する
運用管理の代行，電子計算機端末を用いた通信によるコンピュータソフトウェアの提供に
関する事務の代理又は代行，インターネットによる商品の販売に関する事務の代理又は代
行，商品の売買契約の仲介，電子計算機端末による通信を利用した競売の運営・その他
の競売の運営，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライ
ター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，広告用具の貸与，タイプライター・
複写機及びワードプロセッサの貸与，インターネットドメイン名取得申請手続きの事務処理
代行
【37】コンピュータネットワーク配線工事の施工又は取次ぎ，通信機器・コンピュータ機器の
設置工事，その他の建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，映
画機械器具の修理又は保守，光学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は
保守，荷役機械器具の修理又は保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の
修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理
又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，コンピュータネット
ワーク機械設備及び周辺機器の修理又は保守，電子計算機の修理又は保守，その他の
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，化学機械器具
【44】医療情報の提供

Ｃｈｅｌａｔｅ Ｆｏｒｍｕｌａ＼キレート
通常 2006-050239
フォーミュラ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.08.22 刊行物等提出書
2006.09.19 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 認定･付加情報
2006.09.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.19 手続補正書
2007.02.19 意見書
2007.04.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 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)
2007.04.13 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

80

ＥａｓｙＤｏｃ

通常:
2006-050549
標準

30,31,32,35

81

排出系

通常:
2006-052300
標準

36,43

82

Ｓｍａｌｌ ＆ Ｌｕｘｕｒｙ

通常 2006-052789

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
【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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，求人情報の提供，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購
読の取次ぎ，書類の複製，速記，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ず
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，紙幣・
硬貨計算機の貸与，現金支払機・現金自動預け払い機の貸与
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2006.06.01 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.15 意見書
2007.04.20 拒絶査定
2007.05.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 願書
2006.06.07 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)
2007.04.13 拒絶査定
2008.01.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

83

霞ヶ関ファンド

通常 2006-053012

09,41

84

ユビキタス ラーニング

通常 2006-053172

09,41

85

ユーラーニング＼Ｕ－Ｌｅａｒｎｉｎ
通常 2006-053173
ｇ

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

指定商品・役務
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲
渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，金融先物取引の受託，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，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
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，自動車用バッテ
リー，その他の電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器
具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，携帯電話用スト
ラップ，その他の電気通信機械器具，レコード，コンピュータプログラムを記憶させた電子回
路・磁気ディスク・磁気テープ・マイクロフィルム・ＣＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の記録媒
体，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電子出版物，ダウン
ロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像，電子計算機プリンター，電子計算機用教育・
研修プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他
の記録媒体，録音済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の録音済み記録媒
体，メトロノーム，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，オ
ゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，スロットマシン，運動技能訓練用シ
ミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電
気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光
式又は機械式の道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消
火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安
用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗
線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，電子出
版物，録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その
他の録画済み記録媒体，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式
ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写
機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，自動車用バッテ
リー，その他の電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器
具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，携帯電話用スト
ラップ，その他の電気通信機械器具，レコード，コンピュータプログラムを記憶させた電子回
路・磁気ディスク・磁気テープ・マイクロフィルム・ＣＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の記録媒
体，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電子出版物，ダウン
ロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像，電子計算機プリンター，電子計算機用教育・
研修プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他
の記録媒体，録音済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の録音済み記録媒
体，メトロノーム，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，オ
ゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，スロットマシン，運動技能訓練用シ
ミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電
気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光
式又は機械式の道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消
火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安
用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗
線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，電子出
版物，録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その
他の録画済み記録媒体，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式
ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写
機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2007.01.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2007.02.02 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))
2007.03.14 上申書
2007.03.22 上申書
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.14 上申書
2007.03.22 上申書
2007.04.27 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

86

教育カルテ

通常:
2006-053216
標準

09,42
87

ＤＩＧＩＴＡＬ ＩＤ

通常 2006-053355

36

88

フレックスペイ

通常:
2006-053495
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】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，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，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，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，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，
スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
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】電子計算機用プログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディ
スク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記録媒体
【42】電子認証のための電子計算機プログラムの設計・作成又は保守，電子認証のための
電子計算機用プログラムの提供，電子商取引における利用者の認証，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，著
作権の利用に関する契約の代理又は媒介

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 意見書
2007.03.02 手続補足書
2007.03.30 認定･付加情報
2007.04.06 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，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，骨董品の評価，美術品の
評価，宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，
紙幣・硬貨計算機の貸与，現金支払機・現金自動預け払い機の貸与，キャッシュカードによ
る預金の支払い及び残高照会，キャッシュカード発行の代行，ギフトカード発行の代行，ク
レジットカード・デビットカードの発行の取り次ぎ，割賦販売利用者・クレジットカード・デビッ
トカード利用者に代わってする支払代金の清算，クレジットカード・デビットカードの会員の
募集及び会員管理，クレジットカード・デビットカードの発行会社に代わって行うクレジット

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.06.08 認定･付加情報
2007.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.23 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

89

フレックスＰａｙ

91

92

まつ田

グッドコンテナ

36,39

【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
地の売買，土地の売買の代理又は媒介
【39】倉庫の提供，駐車場の提供，コンテナの貸与，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り

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.06.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.19 認定･付加情報
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

39

【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶に
よる輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の
代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，ガスの供給，
電気の供給，水の供給，熱の供給，倉庫の提供，駐車場の提供，有料道路の提供，係留
施設の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，自動車の貸与，船舶
の貸与，車いすの貸与，自転車の貸与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，包装用
機械器具の貸与，金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷凍機
械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除く。）の
【35】広告，ポイントカード・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
【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，美術品の展示，書籍の制作，興行の企画・運営又は開催（映
画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興
行に関するものを除く。），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
【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，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］
2006.06.09 願書
2006.06.09 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)
2007.04.20 拒絶査定

通常:
2006-053496
標準

通常 2006-053527

通常 2006-053531

ファストセキュリティレーン＼ＦＡ
通常 2006-053946
ＳＴ ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＬＡＮＥ

35,41,44,45

93

ソーシャルビューティーコンサル
タント＼ＳＯＣＩＡＬ ＢＥＡＵＴＹ
通常 2006-053956
ＣＯＮＳＵＬＴＡＮＴ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.05.29 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.14 意見書
2007.04.13 拒絶査定

29,30,43
90

指定商品・役務
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，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，キャッシュカードによ
る預金の支払い及び残高照会，キャッシュカード発行の代行，ギフトカード発行の代行，ク
レジットカード・デビットカードの発行の取り次ぎ，割賦販売利用者・クレジットカード・デビッ
トカード利用者に代わってする支払代金の清算，クレジットカード・デビットカードの会員の
募集及び会員管理，クレジットカード・デビットカードの発行会社に代わって行うクレジット
【29】肉製品，加工水産物
【30】調味料，穀物の加工品
【43】飲食物の提供

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.09 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

94

95

96

商標（見本）

商標

あ（マル） ラーメンショップ

あ（マル）

Ｃａｒｇｏ３６０

種別 出願番号

区分
【43】ラーメンの提供

43

【43】飲食物の提供

39

【39】航空機による貨物の輸送その他の航空機による輸送，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，貨物のこん包，貨物の輸
送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶
の引揚げ，水先案内，主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関する
ものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携
帯品の一時預かり，ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供給，倉庫の提供，駐車場
の提供，有料道路の提供，係留施設の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，荷役機械器
具の貸与，自動車の貸与，船舶の貸与，車いすの貸与，自転車の貸与，航空機の貸与，
機械式駐車装置の貸与，包装用機械器具の貸与，金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸
与，家庭用冷凍庫の貸与，郵便，冷凍機械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動
【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，講習・研修・体験事業の企画・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，木材・合板に関する資料又は情報の収集・整理・保存・調査及び研究，木材・合板に関
する資料の展示，木材・合板に関する展示会の企画・運営又は開催，学術的資料の展示，
学術的資料の展示会の企画・運営又は開催，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

通常 2006-053961

通常 2006-053962

通常:
2006-054207
標準

41

97

木材・合板博物館

指定商品・役務

43

通常:
2006-054342
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］
2006.06.09 願書
2006.07.07 手続補正指令書(出願)
2006.07.11 手続補正書(方式)
2006.07.11 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.12 代理人受任届
2007.04.12 手続補足書
2007.04.13 拒絶査定
2007.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.15 認定･付加情報
2007.05.15 認定･付加情報
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.09 願書
2006.07.07 手続補正指令書(出願)
2006.07.11 手続補正書(方式)
2006.07.11 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.12 代理人受任届
2007.04.12 手続補足書
2007.04.13 拒絶査定
2007.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.15 認定･付加情報
2007.05.15 認定･付加情報
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2006.06.13 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))
2007.04.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.09 手続補正書
2007.03.09 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
2007.07.20 手続補正書(方式)
2007.07.20 手続補足書
2007.07.20 手続補足書
2007.07.20 出願人名義変更届
2007.07.20 手続補正書(方式)
2008.03.07 登録料納付
［登録］
2008.02.18 登録査定書
2008.03.07 設定納付書
2008.04.08 登録証
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,40

98

チップスムーサー

通常:
2006-054379
標準

09,41
99

100

101

黒龍

フードバトル＼Ｆｏｏｄ Ｂａｔｔｌｅ

近畿フィールドエンジニアリング

指定商品・役務
【07】太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの研磨装置，太陽電池用ウェハー・半導体ウェ
ハーの加工装置，太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの製造装置，シリコンインゴット・シ
リコンブロックの研磨装置，シリコンインゴット・シリコンブロックの加工装置，シリコンイン
ゴット・シリコンブロックの製造装置，半導体製造装置
【40】太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの研磨その他の加工及びこれらに関する情報
の提供，受託による太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの製造及びこれに関する情報の
提供，シリコンインゴット・シリコンブロックの研磨その他の加工及びこれらに関する情報の
提供，受託によるシリコンインゴット・シリコンブロックの製造及びこれに関する情報の提
供，太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの研磨装置の貸与，太陽電池用ウェハー・半導
体ウェハーの加工装置の貸与，太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの製造装置の貸
与，シリコンインゴット・シリコンブロックの研磨装置の貸与，シリコンインゴット・シリコンブ
ロックの加工装置の貸与，シリコンインゴット・シリコンブロックの製造装置の貸与，半導体
【09】録画済みＤＶＤ・ビデオテープ・ビデオディスク及びＣＤ－ＲＯＭ
【41】映画の制作・上映又は配給，インターネットを利用した画像・映像の提供

通常:
2006-054414
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］
2006.06.12 願書
2006.06.14 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.19 拒絶査定

41

【41】食に関するイベントの企画及び運営，放送番組の制作，イベント用ビデオの制作，放 【中間記録情報】
［審査］
送番組の制作における演出，イベント用ビデオの制作の為に使用される機器の操作
2006.05.30 願書
2006.06.30 手続補正指令書(出願)
2006.07.06 手続補正書(方式)
2006.09.08 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.29 認定･付加情報
2006.12.06 通知書(既納手数料返還)
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定
2007.08.07 官報公告

35,37,42

【35】経営の診断又は経営に関する助言，商品の販売に関する情報の提供，駐車場の経
営に関する診断及び指導，セキュリティに関する経営の診断及び指導，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，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，事務用機械器具の貸
与，自動販売機の貸与
【37】建設工事，機械器具設置工事，電気工事，電気通信工事，ホームセキュリティシステ
ム設備工事，建築工事に関する助言，写真機械器具の修理又は保守，光学機械器具の修
理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械
器具の修理又は保守，銀行窓口会計機の修理又は保守，タイムレコーダーの修理又は保
守，金銭登録機の修理又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラ
ムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）の修理又は保守，ＰＯ
Ｓの修理及び保守，電話機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具（電話機械器具・
ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，配電用又は制御用の機
械器具の修理又は保守，電動機の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又
は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，自動販売
機の修理又は保守，現金支払機・現金自動預け払い機の修理又は保守，自動券売機の修
理又は保守，錠前の取付け又は修理，セキュリティシステム用電気錠の取付け・修理・保
守
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機用プログラムの提

通常 2006-054481

通常:
2006-055663
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.19 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.11.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.13 拒絶査定
2008.09.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2009/1/15
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,37,42

102

西日本フィールドエンジニアリン 通常:
2006-055664
グ
標準

36

103

ビジネス スペース

通常 2006-055883

37

104

再生工房

月経血ドック

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.11.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.13 拒絶査定
2008.09.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-056103
標準

05,10,16,42,44
105

指定商品・役務
【35】経営の診断又は経営に関する助言，商品の販売に関する情報の提供，駐車場の経
営に関する診断及び指導，セキュリティに関する経営の診断及び指導，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，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，事務用機械器具の貸
与，自動販売機の貸与
【37】建設工事，機械器具設置工事，電気工事，電気通信工事，ホームセキュリティシステ
ム設備工事，建築工事に関する助言，写真機械器具の修理又は保守，光学機械器具の修
理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械
器具の修理又は保守，銀行窓口会計機の修理又は保守，タイムレコーダーの修理又は保
守，金銭登録機の修理又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラ
ムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）の修理又は保守，ＰＯ
Ｓの修理及び保守，電話機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具（電話機械器具・
ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，配電用又は制御用の機
械器具の修理又は保守，電動機の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又
は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，自動販売
機の修理又は保守，現金支払機・現金自動預け払い機の修理又は保守，自動券売機の修
理又は保守，錠前の取付け又は修理，セキュリティシステム用電気錠の取付け・修理・保
守
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機用プログラムの提
【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，前払
式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券の売買・有価証券指数等
先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価
証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次
ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び
有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場における有
価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証
券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式市況に関す
る情報の提供，商品市場における先物取引の受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保
険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受
け，保険料率の算出，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評価，中古自動車の評価，
企業の信用に関する調査，慈善のための募金，紙幣・硬貨計算機の貸与，現金支払機・現
【37】眼鏡の修理及びこれに関する情報の提供

通常 2006-056455

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.06.15 願書
2006.06.15 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)
2007.01.30 意見書
2007.04.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.29 意見書
2007.01.16 物件提出命令書(審査部)
2007.02.26 物件提出書
2007.03.29 認定･付加情報
2007.04.11 拒絶査定

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 項16号)
の指導
2007.04.24 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

106

107

108

109

110

111

112

商標（見本）

商標

月経血遠隔診断システム

月経血ドックシステム

月経血バンク

月経カルテ

ヨガナビ

石狩美術館

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 項16号)
の指導
2007.04.24 拒絶査定

05,10,16,42,44

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 項16号)
2007.04.24 拒絶査定
の指導

05,10,16,42,44

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 項16号)
2007.04.24 拒絶査定
の指導

05,10,16,42,44

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 条1項11号を除く))
2007.04.24 拒絶査定
の指導

35,41

【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
【41】ヨガの教授に関する情報の提供，ヨガの教授，ヨガの興行の企画・運営又は開催，ヨ
ガに関する施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.16 願書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.27 認定情報通知書
2006.12.14 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.24 拒絶査定

41

【41】美術品の展示

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.20 願書
2006.06.21 手続補正書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.04 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

31,35

【31】ペット，フード
【35】広告、商品の販売に関する情報の提供、

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 願書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.14 認定情報通知書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

通常 2006-056456

通常 2006-056457

通常 2006-056458

通常 2006-056459

通常:
2006-056480
標準

通常:
2006-057194
標準

ＥＮＺＹＭＥ ＤＩＥＴ ＦＯＲ ＰＥＴ 通常:
2006-057420
Ｓ
標準

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

中間記録

05,10,16,42,44
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No.
113

114

115

116

117

118

商標（見本）

商標
ローン＆マネープラザ

ニーズ細分型自動車保険

投資心理学

ＳＩｅｒ

富士山溶岩浴

ＪＪ Ｌｏａｎ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【36】普通預金口座の開設，ＡＴＭによる預金の受払・振込，資金の貸付に関する相談と契 【中間記録情報】
約業務，生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理，個人の資産運用に ［審査］
2006.06.21 願書
関する助言及び指導，投資信託受益証券に関する情報の提供及び販売の代理
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

36

【36】自動車（損害）保険の引受け，自動車（損害）保険に関する情報の提供，自動車（損 【中間記録情報】
害）保険についての相談及び助言，自動車（損害）保険契約の締結の代理，自動車（損害） ［審査］
2006.06.23 願書
保険に係る損害の査定，自動車（損害）保険料率の算出，自動車（損害）保険契約者に代
2006.06.28 認定･付加情報
わってする事故の処理
2006.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.22 意見書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.04.25 拒絶査定
2007.07.12 手続補正書
2007.07.13 手続補足書
2008.09.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,16,41

【09】電子出版物
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

42

【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され 【中間記録情報】
る設備の設計，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 ［審査］
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必 2006.06.23 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明
項16号)
2007.04.03 拒絶査定

44

【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.24 願書
2006.06.29 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)
2007.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.27 拒絶査定

36

【36】資金の貸付け，資金の貸付けの媒介，資金の貸付けに関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.26 願書
2006.12.12 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
2007.04.10 拒絶査定

通常:
2006-057672
標準

通常 2006-058768

通常:
2006-058835
標準

通常 2006-058836

通常:
2006-058980
標準

通常:
2006-059094
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］
2006.06.23 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)
2007.04.06 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

119

120

121

122

123

商標（見本）

商標

ＪＪローン

浮気調査専門探偵社

マテリアルリサイクル市場

ＢＩＫＥＢＯＸ＼バイクボックス

羽田交通

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【36】資金の貸付け，資金の貸付けの媒介，資金の貸付けに関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.26 願書
2006.12.12 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
2007.02.19 認定･付加情報
2007.04.10 拒絶査定

45

【45】探偵による調査業

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.14 願書
2006.08.11 手続補正指令書(出願)
2006.12.08 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))
2007.01.23 再送
2007.04.20 拒絶査定
2007.05.29 再送
2007.06.19 再送

42

【42】一般廃棄物の収集および処分ならびに分別資源の提供，産業廃棄物の収集および
処分ならびに分別資源の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 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)
2007.04.27 拒絶査定

39

【39】自動車・二輪自動車の保管，倉庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，保管用コ
ンテナの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2007.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.24 拒絶査定

39

【39】車両による輸送，タクシーによる輸送，バスによる輸送，貨物自動車による輸送，その 【中間記録情報】
［審査］
他の車両による輸送，自動車の運転の代行，自動車の貸与
2006.06.28 願書
2006.06.28 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

通常:
2006-059095
標準

通常 2006-059350

通常:
2006-059634
標準

通常 2006-059843

通常:
2006-059982
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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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

124

125

126

商標（見本）

商標

ＭＳＣｏａｔｉｎｇ

夜景ナビゲーター

使ってトクトク！

種別 出願番号

区分

39,41

【39】夜景を目的とする主催旅行の実施・旅行者の案内・旅行に関する契約（宿泊に関する 【中間記録情報】
ものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎに関する情報の提供
［審査］
【41】日本の夜景に関するイベントの企画・運営または開催，夜景に関する書籍及びテキス 2006.06.28 願書
2007.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
トの制作，夜景に関する写真の撮影，インターネットによる夜景に関する電子出版物・画
項16号)
像・音楽の提供，夜景に関する電子出版物の制作
2007.03.09 手続補正書
2007.03.09 意見書
2007.04.24 拒絶査定

35,36

【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，

通常:
2006-060174
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

【40】金属の加工，セラミックの加工，義肢又は義歯の加工（医療材料の加工を含む。），金 【中間記録情報】
［審査］
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
2006.06.28 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.14 手続補正書
2007.02.14 意見書
2007.02.14 代理人受任届
2007.02.15 認定･付加情報
2007.02.15 認定･付加情報
2007.04.24 拒絶査定
2007.07.24 手続補正書(方式)
2007.07.25 手続補足書
2008.04.03 登録料納付
［登録］
2008.02.26 登録査定書
2008.04.03 設定納付書
2008.04.22 登録証

通常:
2006-060171
標準

通常:
2006-060360
標準

指定商品・役務

40
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.16 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,36

127

トクトクボーナス！

通常:
2006-060362
標準

36

128

あと決めプラン

通常:
2006-060363
標準

39
129

そうだ、タクシーで行こう。

指定商品・役務
【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，
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，プリペイドカードの発行，コンピュータオンライン又は
インターネットによる金融情報の提供，ＩＣカード方式による電子マネー利用者に代わってす
る支払い代金の清算，インターネットを利用した支払代金の清算，電話・ファクシミリ・イン
ターネットによる取引明細の内容照会，電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替，
電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会，電話・ファクシミリ・インターネット
による預金の残高照会の代行，クレジットカード利用金額に関する情報の提供，クレジット
カード利用者に代わってする支払代金の清算，クレジットカードの信用保証，クレジットカー
ドの発行の取り次ぎ，クレジットカードの利用に関する情報の提供，クレジットカードを利用
した購入商品に関する補償，クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の
保証，クレジットカード会員の契約の代行，クレジットカード会員の募集及び会員の管理，
電話料金・ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有料道路の通行料金の徴収の代行，有
価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先
物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取
引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代
理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託
【39】タクシーによる輸送

通常:
2006-061033
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］
2006.06.16 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.16 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.30 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

130

131

132

商標（見本）

商標

Ｂｉｏ－ｂａｔｈ

バイオ・バス

ナチュラルエイジング

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

10,11,25,35,41,44

区分

【10】医療用機械器具
【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，冷凍機械器具，美容院用又は理髪店用の機械器
具（いすを除く。），水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓
【25】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
【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，輸出入に関する事務の代理又は代行
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，スポーツの興行の企画・運営又
は開催，運動施設の提供，娯楽施設の提供
【44】栄養の指導，医療情報の提供，美容，理容，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

10,11,25,35,41,44

【10】医療用機械器具，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット
【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，冷凍機械器具，美容院用又は理髪店用の機械器
具（いすを除く。），水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓
【25】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
【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，輸出入に関する事務の代理又は代行
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，スポーツの興行の企画・運営又
は開催，運動施設の提供，娯楽施設の提供
【44】栄養の指導，医療情報の提供，美容，理容，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

29,30,43,44

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.30 願書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.22 手続補正書
2007.01.22 意見書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.01.22 認定･付加情報
2007.04.16 拒絶査定
2007.05.10 手続補正書
2007.06.04 手続補正書
2008.01.07 登録料納付
［登録］
2008.01.04 登録査定書
2008.01.07 設定納付書
2008.02.05 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.30 願書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.22 手続補正書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.01.22 認定･付加情報
2007.01.22 意見書
2007.04.16 拒絶査定
2007.05.10 手続補正書
2007.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.04 手続補正書
2008.01.07 登録料納付
［登録］
2008.01.04 登録査定書
2008.01.07 設定納付書
2008.02.05 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.30 願書
2007.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.16 拒絶査定

通常:
2006-061098
標準

通常:
2006-061099
標準

通常:
2006-061136
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

133

134

商標（見本）

商標

ハリウッド コスメティシャン

パークフロント

種別 出願番号

区分

Ｊ ＦＲＥＩＧＨＴ

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.04 願書
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 意見書
2007.03.09 手続補足書
2007.04.10 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定
2007.05.07 手続補正書
2007.05.08 手続補足書
2007.07.09 手続補正書
2008.04.24 登録料納付
［登録］
2008.04.18 登録査定書
2008.04.24 設定納付書
2008.05.20 登録証

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，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
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶に
よる輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の
代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，ガスの供給，
電気の供給，水の供給，熱の供給，倉庫の提供，駐車場の提供，有料道路の提供，係留
施設の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，自動車の貸与，船舶
の貸与，車いすの貸与，自転車の貸与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，包装用
機械器具の貸与，金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷凍機
械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除く。）の

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.04 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.05.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-062095
標準

通常:
2006-062336
標準

通常:
2006-062499
標準

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

中間記録

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催

39

135

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.05 願書
2006.07.05 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)
2007.02.06 意見書
2007.04.06 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

136

137

138

139

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

43,45

【43】宿泊施設の提供，飲食物の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，会議用ホールの 【中間記録情報】
貸与
［審査］
2006.07.06 願書
【45】婚礼（結婚披露宴を含む。）のための施設の提供
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.27 拒絶査定

35

【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，広告，商品の販売に関する情報の提 【中間記録情報】
［審査］
供
2006.07.06 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.24 拒絶査定

35,38

【35】インターネットのウェブサイトによるクラシファイド広告，インターネットによる広告，電
子メールによる広告，その他の広告，商品の販売・中古品の無償譲渡・求人・求職・土地及
び建物の売買又は貸与・駐車場の提供・娯楽の企画運営又は開催・学校・教育・イベント
会場の貸与・飲食物の提供場所・医療・健康診断・福祉・特定の娯楽趣味嗜好に関する情
報を相互に交換するためインターネットのウェブサイトにおけるクラシファイド広告スペース
の貸与，その他のインターネットのウェブサイトにおけるクラシファイド広告スペースの貸
与，ウェブサイト上の広告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の
配布，広告に関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，インターネットによりデー
タベースを利用させる事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行，コ
ンピュータによる顧客管理，コンピュータによる経営の診断及び指導，情報処理及び情報
通信ネットワークの運営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経
営の診断又は経営に関する助言，企業の人事管理のための適性検査，商品の通信販売
に関する情報の提供，電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供，書籍の販
売に関する情報の提供，情報通信関連機器の販売に関する情報の提供，新商品の販売
に関する情報の提供・その他の商品の販売に関する情報の提供，商品の販売の取次又は
仲介，事業情報の提供，建物又は土地に関する市場調査，コンピュータによる市場調査，
その他の市場調査，市場調査に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，経営管理者・
科学技術者・通訳のあっせん，その他の職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の
提供，競売の運営（インターネットオークションの運営を含む。），競売の運営（インターネッ
トオークションの運営を含む。）に関する情報の提供，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複
製，速記，筆耕，通信販売に関する事務の代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又

通常:
2006-063083
標準

インフルエンサーマーケティング
通常 2006-063137
＼ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｒ ｍａｒｋｅｔｉｎｇ

なんでも交換

通常:
2006-063231
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】録音済みの磁気テープ・ＣＤ（コンパクトディスク）及びＭＤ（ミニディスク），録音済みの 【中間記録情報】
ＤＶＤ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ビデオテープ
［審査］
2006.07.06 願書
【41】インターネット又はコンピュータネットワークを通じた音楽・映像の提供
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.29 意見書
2007.01.29 手続補足書
2007.02.27 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定
2007.07.05 手続補正書(方式)
2007.07.05 手続補足書
2007.07.05 手続補正書
2007.12.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.13 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.03.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ＼ハウンドドッ
通常 2006-063063
グ

箱根離宮

指定商品・役務

09,41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.06 願書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2007.01.18 手続補正書
2007.01.18 認定･付加情報
2007.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.07 意見書
2007.03.07 手続補足書
2007.03.07 認定･付加情報
2007.04.06 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

140

141

142

143

商標（見本）

商標

黒酢バー

整体操法

交流会

雪の下

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【43】黒酢を主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.06 願書
2006.07.06 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)
2007.02.05 手続補正書
2007.02.05 意見書
2007.02.06 認定･付加情報
2007.02.06 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
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

41

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.10 拒絶査定

43

【41】当せん金付証票の発売，整体に関する資格の付与のための資格試験の企画・運営・
実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれらに関する情報の提供，体癖に基づく整体
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，献体に関する情報の
提供，献体の手配，整体に関する資格の相談会・講演会・シンポジウム又はセミナーの企
画・運営又は実施並びにこれらに関する情報の提供，体癖に基づく整体法に関する研究
会・講演会の企画・運営又は開催並びにこれら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，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
【43】飲食物の提供

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2006.08.04 手続補正指令書(出願)
2006.08.23 手続補正書(方式)
2006.08.29 認定･付加情報
2006.08.29 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 意見書
2007.03.26 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

通常:
2006-063256
標準

通常:
2006-063472
標準

通常:
2006-063476
標準

通常:
2006-063491
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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2007.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.26 意見書
2007.02.26 手続補足書
2007.03.28 認定･付加情報
2007.04.18 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【35】広告，広告スペースの貸与，インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提
供，インターネット上でのウェブサイト・電子掲示板・ブログを利用した企業情報の提供，市
場調査
【38】電気通信
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子
計算機用プログラムの提供，インターネットサイトにおけるブログ（ＢＬＯＧ）用の電子計算機
用プログラムの提供，インターネットサイトにおける検索用の検索エンジンの提供，インター
ネットサイトにおけるブログ（ＢＬＯＧ）検索用の検索エンジンの提供，インターネット上での
個人・法人による情報提供・情報交換基盤サービスを提供するためのウェブサイト・電子掲
示板・ブログ（ＢＬＯＧ）用の電子計算機用プログラムの提供
【45】コンピュータデータベースから若しくはインターネット上のウェブサイトから提供される
新聞・雑誌記事に関する情報の提供，インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・
【44】美容，肌の美容に関する助言・指導

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.28 手続補正書
2007.02.28 手続補足書
2007.02.28 意見書
2007.03.29 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

37

【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，荷役機械器具の
修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理
又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，土木機械器具の修理
又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器
具の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守，煙突の清掃，建築物の外壁の清掃，窓の清
掃，床敷物の清掃，床磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽がまの清掃，道路の清掃，
貯蔵槽類の清掃，土木機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

37

【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，荷役機械器具の
修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理
又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，土木機械器具の修理
又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器
具の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守，煙突の清掃，建築物の外壁の清掃，窓の清
掃，床敷物の清掃，床磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽がまの清掃，道路の清掃，
貯蔵槽類の清掃，土木機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

37

【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，荷役機械器具の
修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理
又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，土木機械器具の修理
又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器
具の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守，煙突の清掃，建築物の外壁の清掃，窓の清
掃，床敷物の清掃，床磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽がまの清掃，道路の清掃，
貯蔵槽類の清掃，土木機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

36

【36】クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算，クレジットカード利用明細に 【中間記録情報】
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 ［審査］
金の決済，債権の回収の代行，金銭債権の取得及び譲渡，手形交換，両替，ファクタリン
2006.07.10 願書
グ，資金の貸付け，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
2006.07.10 認定･付加情報
割払い購入資金の貸付け，割賦購入あっせん，旅行者用小切手の発行の媒介・取次ぎ，
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ガス料金・電気料金・電話料金の徴収の代行・その他の公共料金の徴収の代行及びこれ
2007.04.06 拒絶査定
らに関する情報の提供，賃貸料の徴収の代行，担保付資金の貸付け，預金の受入れ，保 2007.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
険・金融・土地又は建物に関する財務の評価，金融・財務分析，金融又は財務に関する助
言，金融又は財務に関する情報の提供，前払式証票の発行，有価証券の売買の媒介・取
次ぎ又は代理，株式市況に関する情報の提供，保険契約の締結の媒介，保険料率の算
出，保険に関する助言，保険に関する情報の提供，保険契約の締結の仲介，保険の引受
け，金融に関する個人信用情報の提供，企業の信用に関する調査，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はデビットカード用精算機・カードリーダー・カード

35,38,42,45

144

ナ チョ ス＼ｎａｃｈｏｓ＼な
ちょ す

通常 2006-063556

44
145

146

147

148

149

ＲＥＰＡＩＲＥＳＴＨＥ＼リペアエス
通常 2006-063945
テ

大開運の家

待望の家

大感動の家

§ＪＣＢ ＴＡＸＩ ＴＩＣＫＥＴ

通常 2006-063963

通常 2006-063964

通常 2006-063965

通常 2006-063991

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.07.10 願書
2006.07.10 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.10 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.
150

151

152

153

154

155

商標（見本）

商標
大洗ホテル

けしごむはんこ

お守り携帯

医療保険・ガン保険専門

種別 出願番号

区分

16,41

【16】消しゴム，スタンプ，印材
【中間記録情報】
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，講習会・セミナーの企画・運営又は開催，興行の企 ［審査］
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・ 2006.07.10 願書
2006.10.06 刊行物等提出書
小型自動車競走の興行に関するものを除く。）
2006.10.25 刊行物等提出書
2006.11.07 認定･付加情報
2006.11.14 刊行物等提出による通知書
2006.11.27 認定･付加情報
2006.11.28 刊行物等提出による通知書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.11 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.03 拒絶査定

45

【45】携帯電話・その他携帯情報通信機器を用いた保護・管理を要する対象者の位置の管
理及び管理情報の保護者・管理者への通知，携帯電話・その他携帯情報通信機器を用い
た行方不明者の探索，携帯電話・その他携帯情報通信機器を用いた急病その他の緊急時
における通報および救急活動（救急自動車による輸送を除く。），携帯電話・その他携帯情
報通信機器を用いた不測の緊急事態時における状況の調査及び情報の提供，携帯電話・
その他携帯情報通信機器を用いた施設の警備，携帯電話・その他携帯情報通信機器を用
いた身辺の警備，携帯電話・その他携帯情報通信機器を用いた施設の監視・警備，携帯
電話・その他携帯情報通信機器を用いた防災に関する情報の提供，携帯電話・その他携
帯情報通信機器を用いた防犯に関する情報の提供

36

【36】生命保険の募集に係る業務（第３分野の保険加入に係る相談・受付），複数の保険会 【中間記録情報】
［審査］
社の商品に係るコンサルタント業務・加入手続・各種保全業務
2006.07.11 願書
2006.07.12 認定･付加情報
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))
2007.04.03 拒絶査定

通常:
2006-064087
標準

通常:
2006-064164
標準

通常:
2006-064444
標準

通常 2006-064448

通常:
2006-064598
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】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

日本の１００選＼ＴＨＥ １００ Ｂ
41
ＲＡＮＤＳ ＯＦ ＪＡＰＡＮ＼ＴＨＥ
ＨＥＲＩＴＡＧＥ ＡＮＤ ＴＲＡＤＩＴＩ
ＯＮＡＬ ＩＤＥＮＴＩＴＩ ＯＦ ＪＡＰＡ 通常 2006-064514
Ｎ＼ＣＵＬＴＵＲＡＳ Ａ ＫＥＹ Ｏ
Ｆ ＴＨＥ ＮＥＯ－ＭＯＤＥＲＮＤ
ＥＳＩＧＮ．
41,44
花心理士

指定商品・役務

43

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.17 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.11 願書
2006.07.11 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.07 手続補正書
2007.02.07 意見書
2007.02.07 認定･付加情報
2007.02.07 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
2008.10.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【41】書籍の制作，講演会の開催，演芸の上演，音楽の演奏，映画の上映，興行の企画・ 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.07.11 願書
自動車競走の興行に関するものを除く。）
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

【41】フラワーセラピー（花治療）に関する知識の教授，フラワーセラピーに関するセミナー 【中間記録情報】
の企画・運営又は開催
［審査］
【44】フラワーセラピー（花治療）に関する指導，フラワーセラピー（花治療）による治療，フラ 2006.07.11 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ワーセラピー（花治療）に関する情報の提供
条1項11号を除く))
2007.04.20 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

156

157

158

159

160

商標（見本）

商標

タグｄｅ管理

薬効・薬価・病名データ

添付文書記載病名データ

種別 出願番号

区分

44

【44】医療情報の提供

【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1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.15 意見書
2007.04.06 拒絶査定

44

【44】医療情報の提供

【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1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.15 意見書
2007.04.06 拒絶査定

通常:
2006-064668
標準

通常 2006-064748

通常 2006-064749

【41】書籍の制作，講演会の開催，演芸の上演，音楽の演奏，映画の上映，興行の企画・ 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.07.12 願書
自動車競走の興行に関するものを除く。）
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

【42】コンピュータソフトウェアの設計及び開発

通常:
2006-064831
標準

35
161

Ｊｏｂ Ｒａｔｉｎｇｓ＼ジョブ・レイティ
通常 2006-064862
ングス

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

中間記録

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【37】電子計算機設置工事，その他の機械器具設置工事，電気工事，電気通信工事，事務 ［審査］
用機械器具の修理又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを 2006.07.11 願書
2006.07.11 認定･付加情報
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）の修理又は保
守
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守

日本の１００選＼ＴＨＥ １００ Ｂ
41
ＲＡＮＤＳ ＯＦ ＪＡＰＡＮ＼ＴＨＥ
ＨＥＲＩＴＡＧＥ ＡＮＤ ＴＲＡＤＩＴＩ
ＯＮＡＬ ＩＤＥＮＴＩＴＹ ＯＦ ＪＡＰ 通常 2006-064788
ＡＮ＼ＣＵＬＴＵＲＡＳ Ａ ＫＥＹ
ＯＦ ＴＨＥ ＮＥＯ－ＭＯＤＥＲＮ
ＤＥＳＩＧＮ．
42

モバイルＱＰ

指定商品・役務

09,37,42

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.12 願書
2006.07.12 認定･付加情報
2007.01.11 伺い書
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 伺い回答書
2007.04.16 拒絶査定
2007.04.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.08.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【35】職業のあっせん，職業のあっせんに関する助言又はコンサルティング，求人情報・求 【中間記録情報】
職情報の提供及びコンサルティング，求人情報の提供に関する指導又は助言，人材の紹 ［審査］
介及びあっせんに関する情報提供及びコンサルティング
2006.07.12 願書
2006.07.12 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.24 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,36,42

162

情報ハイウェイ

通常:
2006-065334
標準

03,41,44
163

整顔シャンプーイング

通常:
2006-065364
標準
09,38,41,42

164

熱演落語

通常:
2006-065494
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】経営の診断又は経営に関する助言，企業の福利厚生事業に関する助言及び指導，
企業の組織・企業の合理化・労務管理に関する助言及び指導，事業又は経営のための保
険に関する事務処理の合理化・効率化の診断・助言及び指導，保険事業の管理，保険代
理店に対する経営の指導，保険代理店経営に係る情報の提供
【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，割賦購入あっせん，金融情報の提供，前払い式証票の発行，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
【03】せっけん類，香料類，化粧品
【41】技芸の教授，美容の教授，理容の教授
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.13 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.13 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.08.16 出願人名義変更届(一般承継)
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.13 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)
2007.04.06 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

165

メンタルケアサポーター＼ＭＥＮ
通常 2006-065659
ＴＡＬ ＣＡＲＥ ＳＵＰＰＯＲＴＥＲ

03,16,41,44

166

ヒーリングボディケア＼Ｈｅａｌｉｎｇ
通常 2006-066239
ｂｏｄｙ ｃａｒｅ

03,41,44
167

脳内ヒーリング

通常:
2006-066455
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】医療についての知識の教授（インターネットその他の通信を用いたものを含む），民間 【中間記録情報】
の資格を取得するための試験の企画・運営又は開催，国家資格その他の資格を取得する ［審査］
ための模擬試験の企画・運営又は開催，国家資格その他の資格に関する情報の提供，そ 2006.07.13 願書
2006.07.19 認定･付加情報
の他の技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナー・講習会・講演会・研修会又は討論会の
2007.01.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
企画・運営又は開催，自習室の提供，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・ 項16号)
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， 2007.03.05 意見書
2007.03.06 手続補足書
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
2007.03.06 認定･付加情報
オの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），スポーツの興行の企画・運営又は開
2007.04.05 認定･付加情報
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
2007.04.09 拒絶査定
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，電子書籍
の貸与，録音・録画済みのＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・光ディスクその他の記録媒体の貸与，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
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.07.14 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 2006.07.14 認定･付加情報
毛
2006.11.28 刊行物等提出書
2006.12.25 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， 2007.01.05 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 2007.01.10 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， 2007.01.11 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
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 2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
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 2007.04.27 拒絶査定
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
【03】頭皮マッサージ用アロマエッセンシャルオイル，頭皮マッサージ用エッセンシャルオイ 【中間記録情報】
ルを除くアロマエッセンシャルオイル，アロマエッセンシャルオイルを除く香料類，頭髪用
［審査］
ローション，頭髪用ローションを除く頭髪用化粧品
2006.07.16 願書
【41】精神的疲れを癒す頭皮マッサージ方法の教育指導又は研修
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【44】アロマエッセンシャルオイルを塗布して行う頭皮マッサージ，アロマエッセンシャルオイ 条1項11号を除く))
ルを塗布して行う頭皮マッサージを除く頭皮マッサージ，頭皮マッサージを除く精神的疲れ 2007.04.27 拒絶査定
を癒す施設での施術
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No.

168

169

170

171

172

商標（見本）

商標

ピュアウッド

Ｈｕｍａｎ Ｏｕｔ－Ｓｏｕｒｃｉｎｇ

村岡＼ムラオカ

味の情報ネット

トラベルタイムマップ∞日本標
準時

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【37】木製の建築物の設置工事及び修理，建築物の建設工事，建築物の修理，建設工事， 【中間記録情報】
［審査］
建築工事に関する助言
2006.07.18 願書
2006.07.19 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 意見書
2007.04.23 拒絶査定
2007.06.20 手続補正書(方式)
2007.07.13 手続補正書
2007.07.31 手続補正書(方式)
2008.02.12 登録料納付
［登録］
2008.02.04 登録査定書
2008.02.12 設定納付書
2008.03.04 登録証

35

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.18 願書
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.22 手続補正書
2007.03.22 意見書
2007.04.20 拒絶査定
2008.04.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

36,37

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.19 願書
2006.07.19 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.14 意見書
2007.03.14 手続補足書
2007.03.14 認定･付加情報
2007.04.12 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供，飲食物に関する情報の提供，飲食店の紹介・予約の取次ぎ

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.05 願書
2006.09.01 手続補正指令書(出願)
2006.12.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.05 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))
2007.04.06 拒絶査定

39

【39】主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く）の代 【中間記録情報】
［審査］
理・媒介又は取次ぎ
2006.07.05 願書
2006.07.28 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

通常:
2006-066641
標準

通常 2006-066707

通常 2006-066999

通常:
2006-067370
標準

通常 2006-067393

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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No.

173

174

商標（見本）

商標

Ｄｉｒｅｃｔ Ａｃｃｅｓｓ／ＩＰ－ＶＰＮ

ニューホーム２１

種別 出願番号

区分

プチうつ＊ｐｕｃｈｉ・ｕｔｓｕ

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.19 願書
2006.07.24 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.07 手続補正書
2007.03.07 意見書
2007.03.07 認定･付加情報
2007.03.07 認定･付加情報
2007.03.08 手続補足書
2007.04.06 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

37

【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，荷役機械器具の
修理又は保守，火災報知機の修理又は保守，冷暖房装置の修理又は保守，バーナーの
修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，土木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，測定機械器具の修理又
は保守，浄水装置の修理又は保守，家具の修理，錠前の取付け又は修理，ガス湯沸かし
器の修理又は保守，看板の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守，洗浄機能付き便座
の修理，畳類の修理，煙突の清掃，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床
磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽がまの清掃，土木機械器具の貸与，床洗浄機の
貸与，モップの貸与，洗車機の貸与，電気洗濯機の貸与，衣類乾燥機の貸与，衣類脱水
【41】セミナーの企画，カウンセリング相談者のシンボルマーク

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.20 願書
2006.07.24 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 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り，両替，金
融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上
権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に
関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借
の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地
の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地
の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝
玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，紙幣・硬

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.20 願書
2007.02.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 意見書
2007.04.16 拒絶査定
2007.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-067419

通常:
2006-067651
標準

通常 2006-067971

36

176

ＪＰ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ

通常:
2006-068010
標準

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

中間記録

【38】無線通信用端末装置を用いたＩＰ－ＶＰＮ通信，ＰＨＳ端末を用いたＩＰ－ＶＰＮ通信，携
帯情報端末を用いたＩＰ－ＶＰＮ通信，電子計算機を用いたＩＰ－ＶＰＮ通信，ＩＰ－ＶＰＮ通信
網への接続の提供
【42】ＩＰ－ＶＰＮ通信用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守，ＩＰ－ＶＰＮ通信用
サーバコンピュータ若しくはその記憶領域の貸与，ＩＰ－ＶＰＮ通信用コンピュータプログラム
の提供

41

175

指定商品・役務

38,42
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.06 願書
2006.07.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.28 認定･付加情報
2006.12.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.12 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))
2007.04.20 拒絶査定

2009/1/15
49／55

３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37,41

177

耐震改修サポート

通常:
2006-068070
標準

42

178

クーポン比較

通常 2006-068465

41

180

サプリチェック

通常 2006-068512

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.07.21 願書
2006.07.21 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 意見書
2007.04.06 拒絶査定

【09】映写フィルム，スライドフィルム，スライド用マウント，録画済みビデオディスク及びビデ
オテープ，録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコンパクトディ
スクその他レコード，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，コン
ピュータネットワーク・インターネットネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータプ
ログラム，コンピュータネットワーク・インターネットワークを通じてダウンロードされる電子出
版物，コンピュータネットワーク・インターネットを通じてダウンロードされる音楽，コンピュー
タネットワーク・インターネットを通じてダウンロードされる家庭用テレビゲームおもちゃ用
ゲームプログラム，コンピュータネットワーク・インターネットを通じてダウンロードされる業
務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，コンピュータネットワーク・インターネットを通じて
ダウンロードされる電子計算機用ゲームプログラム及び電子ペーパー
【16】雑誌，書籍，定期刊行物，印刷物
【35】インターネットおよび携帯電話を利用した広告，インターネットおよび電子メールを利
用した広告，商品の販売に関する情報の提供，インターネットおよび電子メールを利用した
商品の販売に関する情報の提供，携帯電話機または電子計算機端末による通信を用いて
行なう商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進・役務の提供促進のために電子
メールで配信されるクーポン券の発行および割引情報の提供，販売促進のための懸賞・プ
レゼントの実施に関する情報の提供
【42】インターネットを用いた検索用エンジンの提供，気象情報の提供，建築物の設計に関
する情報の提供，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・
【41】健康食品・サプリメント・健康関連商品に関する知識の教授及び健康食品・サプリメン
ト・健康関連商品に関する資格試験の実施・資格認定，セミナーの企画・運営又は開催，電
子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，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。），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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2006.09.01 手続補正指令書(出願)
2006.12.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.05 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))
2007.04.13 拒絶査定
2008.05.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ＬＩＧＨＴＤＥＳＩＧＮ＼ライトデザイ
通常 2006-068444
ン

09,16,35,42

179

指定商品・役務
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，荷役機械器具の
修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理
又は保守，ポンプの修理又は保守，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，照明用器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，浄水
装置の修理又は保守，家具の修理，錠前の取付け又は修理，ガス湯沸かし器の修理又は
保守，加熱器の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修理，畳類
の修理
【41】建築物の設計施工の教授，防音・音響設計の教授，インテリアコーディネートの教授，
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，音響用又は映像用のスタジオの提供，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テー
【42】デザインの考案

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.21 願書
2006.07.26 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 意見書
2007.02.22 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2006.07.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.04 通知書(その他の通知)(期間無)
2006.08.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.17 既納手数料（登録料）返還請求書
2006.10.10 通知書(既納手数料返還)
2006.10.10 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)
2007.04.06 拒絶査定

2009/1/15
50／55

３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

181

182

183

184

商標（見本）

商標

安心年金プラン

笠原建設

健康長者

Ｓｅｃｏｎｄ－Ｌｉｖｉｎｇ＼セカンドリ
ビング

種別 出願番号

区分

ｍｙ ｅｘｐｅｒｔ マイエキスパート

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，大工工事，管工 【中間記録情報】
［審査］
事，さく井工事
2006.07.07 願書
2006.07.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.04 手続補正指令書(出願)
2006.08.08 上申書
2006.09.07 認定･付加情報
2006.09.07 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

09,16,41

【09】録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，
録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，スポーツの興行の企画・運営又は開催，図書の貸
与，レコード又は録音済みの磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 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)
2007.04.06 拒絶査定

36,43

【36】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，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，家賃の集金の
代行，入居者の管理・建物の貸借の契約の更新管理，一括借上げ契約に基づく建物の貸
与，建物又は土地の情報の提供
【43】高齢者の介護，養護に関する指導及び助言，高齢者の介護に関する情報の提供，在
宅における身体の不自由な人の介護，在宅高齢者に対する入浴・排泄・食事の介護，障害
者の介護，心身障害者の介護，身体障害者・高齢者の居宅における生活支援・食事・入
浴・排泄による介護，身体障害者の介護，身体障害者の居宅における入浴・排泄・食事の
介護，知的障害者の介護，視力障害者の介護，高齢者の介護に関する相談，高齢者の在
宅介護，高齢者の訪問介護，高齢者・身体障害者・知的障害者・視力障害者の訪問介護，
高齢者・身体障害者・知的障害者・視力障害者の介護方法に関する指導及び助言，要支
援・要介護状態の高齢者に関する介護計画の作成，老人・身体障害者の養護・介護施設
の提供，老人・身体障害者の養護及び介護計画の作成，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，会議室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，衣類乾燥機の貸与，加熱器
【36】インターネットのホームページ上で行う税務相談，インターネットのホームページ上で
行う保険・年金・証券についての情報提供，インターネットのホームページ上で行う不動産・
住宅についての情報提供
【41】インターネットのホームページ上で行う教育・育児についての情報提供，インターネット
のホームページ上で行う語学の教授についての情報提供
【43】インターネットのホームページ上で行う福祉介護についての情報提供
【44】インターネットのホームページ上で行う医療情報の提供，インターネットのホームペー
ジ上で行う栄養指導についての情報提供，インターネットのホームページ上で行う美容・理
容についての情報提供
【45】インターネットのホームページ上で行う占いについての情報提供，インターネットの
ホームページ上で行う法律についての情報提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2007.01.05 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))
2007.04.06 拒絶査定

通常:
2006-068514
標準

通常:
2006-068523
標準

通常:
2006-068533
標準

通常 2006-068569

通常:
2006-069004
標準

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

中間記録

【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損 【中間記録情報】
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，保険情報の提供，資金 ［審査］
2006.07.10 願書
の貸付け
2006.08.01 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)
2007.04.13 拒絶査定

36,41,43,44,45

185

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2006.08.11 手続補正指令書(出願)
2006.09.04 手続補正書(方式)
2006.10.12 認定･付加情報
2006.10.12 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条柱書+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.06 拒絶査定

2009/1/15
51／55

３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

186

187

188

189

190

商標（見本）

商標

メディカルケア・アシスタント

ビジネスマナー＼インストラク
ター

マクロビオティック

ボディメイクジェル

＠東京、＠ｔｏｋｙｏ、アットトウ
キョウ、ａｔ－ｔｏｋｙｏ、ａｔ東京

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
【中間記録情報】
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画 ［審査］
又は運営，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ 2006.07.10 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，映写フィルムの貸与，図 項16号)
2007.04.06 拒絶査定
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

35,43

【35】広告
【43】飲食物の提供

03,44

【03】美容，理容，入浴施設の提供，按摩，マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅ 【中間記録情報】
う，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動 ［審査］
2006.07.12 願書
物の治療，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，エステ，整体化粧品，香料類，
せっけん類，歯磨き類，つけずめ，つけまつげ
2006.08.04 認定･付加情報
2006.12.14 刊行物等提出書
【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
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 2006.12.22 職権訂正履歴(職権訂正)
物の治療，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，エステ，整体化粧品，香料類，
2007.01.05 職権訂正通知書(職権訂正)
せっけん類，歯磨き類，つけずめ，つけまつげ
2007.01.05 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))
2007.01.17 認定･付加情報
2007.01.26 刊行物等提出による通知書
2007.04.06 拒絶査定

16,42

【16】雑誌，新聞，地図、レストラン・ホテル・旅行・買物のガイドブック・その他の印刷物
【中間記録情報】
【42】インターネットによる雑誌記事情報の提供，宿泊施設に関する情報の提供，飲食店に ［審査］
2006.07.13 願書
関する情報の提供，医療情報の提供，気象情報の提供，求人情報の提供
2006.12.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定

通常:
2006-069242
標準

通常 2006-069441

通常 2006-069972

通常 2006-069979

通常 2006-070356

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

中間記録

16,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.25 願書
2006.07.25 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.11 願書
2006.09.08 手続補正指令書(出願)
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37

191

ＷＯＯＤ ＲＥＳＴ ＨＯＭＥ＼
ウッドレストホーム

193

194

ケモノヅメ＼獣爪

本復リハビリ

岩塩浴

44

44

【44】医療，動物の治療，人又は動物に関する衛生及び美容に係る装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.18 願書
2007.01.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.26 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))
2007.04.27 拒絶査定

通常 2006-070483

通常 2006-070777

通常 2006-070872

通常 2006-070875

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.07.28 願書
2006.08.04 認定･付加情報
2007.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.19 意見書
2007.02.19 認定･付加情報
2007.04.09 拒絶査定
2007.12.28 登録料納付
［登録］
2007.11.20 登録査定書
2007.12.28 設定納付書
2008.02.05 登録証

09,16,28,41,42

192

指定商品・役務
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発
電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定
機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印
刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器
製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修
理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保
守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又
は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理
又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械
器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プ
ラスチック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修
理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機
械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の
【09】コンピュータ用ゲームプログラム及びその他の電子計算機用プログラム（記録済みの
ものを含む。），コンピュータ用ゲームプログラム及びその他の電子計算機用プログラムを
記録した磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・電子回路及び
その他の記録媒体，コンピュータ用マウスパッド，その他の電子応用機械器具及びその部
品（ＩＣカードを含む。），業務用テレビゲーム機及びその部品，家庭用テレビゲーム機及び
その部品，レコード，ダウンロード可能な音楽（携帯電話用着信メロディ・楽曲データを含
む。），録音済みの磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・電子
回路その他の記録媒体，ダウンロード可能な画像（アニメーションその他の動画を含む。），
アニメーションを内容とする映写フィルム及びその他の映写フィルム，アニメーション録画済
みビデオディスク・ビデオテープ及びＤＶＤ，その他の録画済みの磁気テープ・磁気カード・
磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・電子回路その他の記録媒体，コンパクトディスク
プレーヤー，デジタルビデオディスクプレーヤー，未記録の電子計算機用磁気ディスク・光
ディスク・光磁気ディスク・電子回路及びその他の記録媒体，電子出版物，携帯電話機用ス
トラップ，その他の電気通信機械器具
【16】歌集，書籍，雑誌，新聞，ニューズレター，定期刊行物，小冊子，パンフレット，カタロ
グ，剥ぎ取り式カレンダー及びその他のカレンダー，はがき，ポスター，説明書，グラフィッ
ク印刷物，ハンドブック，郵便切手，その他の印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，アルバム，通知状用カード，メロディー付きグリーティングカード及びその他のグリー
ティングカード，索引用カード，ノートブック，剥ぎ取り式ノート，便せん，封筒，文書ファイ
ル，書類箱，書類挟み，紙挟み，しおり，筆箱，筆立て，ホッチキス，画用紙帳，万年筆，
シャープペンシル，鉛筆，ボールペン，消しゴム，ペーパーナイフ，事務用紙，パステル，ク
【44】医療用機械器具の貸与

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.28 願書
2007.02.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.02.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.28 意見書
2007.04.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.18 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（役務）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

195

知療∞音療∞食療∞休療∞遊
通常 2006-070876
療∞動療∞美療∞衣療∞療術

指定商品・役務

中間記録

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.18 願書
2006.12.05 伺い書
2006.12.08 伺い回答書
2007.01.26 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))
2007.04.27 拒絶査定

35,36,39,41,43,44,4 【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査， 【中間記録情報】
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ ［審査］
5

196

親孝行市場

通常 2006-070940

42

197

ＣＡｌｉｂ

通常:
2006-071035
標準

09,38,41,42

198

ＧｒｏｕｐＭｅｓｓｅｎｇｅｒ＼グループ
通常 2006-071037
メッセンジャー

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

2006.07.14 願書
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・ 2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.11 認定情報通知書
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 2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
供，自動販売機の貸与
2007.04.20 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，前払式証票の発行，有価証券の売買・有価証券指
数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・
有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・
取次ぎ又は代理，有価証券市場におけるの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
【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2006.07.31 願書
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 2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
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， 号)
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 2007.02.22 手続補正書
2007.02.22 意見書
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 2007.04.06 拒絶査定
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
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2006.07.31 願書
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2006.08.10 認定･付加情報
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告 2007.03.28 意見書
2007.03.28 認定･付加情報
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 2007.03.29 手続補足書
2007.04.06 拒絶査定
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
2007.04.26 認定･付加情報
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 2007.07.02 手続補正書
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 2007.07.03 手続補足書
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， 2008.02.25 登録料納付
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 ［登録］
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，インターネット又は移動体電話による通信を通じて提供され 2008.02.18 登録査定書
る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，電子メール・チャット等の通 2008.02.25 設定納付書
2008.03.25 登録証
信機能を有する携帯電話用プログラム，コンピュータネットワークを通じて提供されるダウ
ンロード可能な携帯電話の待ち受け画面用画像データ，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
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199

200

商標（見本）

商標

ナチュラルセラピスト

ＳＯＵＰ ＢＡＲ

種別 出願番号

区分

43

【43】飲食物の提供

通常:
2006-071466
標準

通常:
2006-072468
標準

コンパートメントホテル＼ＣＯＭ
通常 2006-074707
ＰＡＲＴＭＥＮＴ ＨＯＴＥＬ

35,42

202

ポケットモバイル

通常:
2006-075483
標準

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

中間記録

【16】印刷物
【中間記録情報】
【41】ナチュラルセラピーに関する知識及び技能の教授，ナチュラルセラピーに関する知識 ［審査］
2006.07.18 願書
及び技能の資格認定試験の実施及び資格の認定
2006.07.18 早期審査に関する事情説明書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.21 認定･付加情報
2006.08.25 出願番号特定通知書
2006.09.22 早期審査に関する報告書
2006.09.29 早期審査選定結果の通知書
2006.12.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

43

201

指定商品・役務

16,41

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.03 願書
2006.08.03 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.04 意見書
2007.04.04 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
【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，老人 【中間記録情報】
の養護，動物の宿泊施設の提供，カーテンの貸与，会議室の貸与，家具の貸与，加熱器 ［審査］
の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与，調理台の貸与，展示施設の貸与，流 2006.08.10 願書
2006.08.10 認定･付加情報
し台の貸与，布団の貸与
2007.03.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.05 意見書
2007.04.05 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
2007.05.24 手続補正書
2007.05.25 手続補足書
2007.12.26 登録料納付
［登録］
2007.12.26 登録査定書
2007.12.26 設定納付書
2008.01.29 登録証
2008.05.23 本権移転登録申請書(譲渡)
2008.06.20 移転登録済通知書
【35】コンピューターによる顧客管理，商品の販売・顧客管理及び広告に関する情報の提供 【中間記録情報】
［審査］
【42】携帯電話用ウェブサイトの作成又は保守
2006.08.11 願書
2006.08.16 認定･付加情報
2007.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.26 意見書
2007.03.26 認定･付加情報
2007.04.03 伺い書
2007.04.09 拒絶査定
2007.04.13 伺い回答書
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
18,20,24,25,40

203

匠∞有松鳴海絞

通常 2006-075895

39

204

ＥＣＯ－ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ

ボディセラピスト

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.08.14 願書
2007.02.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.19 手続補正書
2007.03.19 意見書
2007.04.24 拒絶査定
2007.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.06.18 登録料納付
［登録］
2008.05.27 登録査定書
2008.06.18 設定納付書
2008.07.15 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.10.03 願書
2007.02.15 早期審査に関する事情説明書
2007.02.28 早期審査に関する事情説明補充書
2007.03.01 早期審査に関する報告書
2007.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.11 意見書
2007.04.18 拒絶査定
2007.06.01 手続補正書
2007.12.25 登録料納付
［登録］
2007.12.17 登録査定書
2007.12.25 設定納付書
2008.01.22 登録証

【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］
2006.11.28 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.22 意見書
2007.01.23 手続補足書
2007.02.21 認定･付加情報
2007.04.17 拒絶査定
2007.07.19 手続補正書
2008.07.14 意見書
2008.07.15 手続補足書

通常:
2006-092145
標準

41,44

205

指定商品・役務
【18】絞り染品を用いたかばん類及び袋物，絞り染品を用いた携帯用化粧道具入れ，絞り
染品を用いた傘，絞り加工及び絞り染加工を施した皮革
【20】絞り染品を用いたクッション，絞り染品を用いた座布団，絞り染品を用いたまくら，絞り
染品を用いたマットレス，絞り染品を用いたうちわ及びせんす，絞り染品を用いた屋内用ブ
ラインド，絞り染品を用いたすだれ，絞り染品を用いたつい立て及びびょうぶ
【24】絞り染織物，絞り染メリヤス生地，絞り染品を用いた布製身の回り品，絞り染品を用い
た敷布，絞り染品を用いた布団，絞り染品を用いた布団カバー，絞り染品を用いた布団
側，絞り染品を用いたまくらカバー，絞り染品を用いた織物製テーブルナプキン，絞り染品
を用いたふきん，絞り染品を用いたのぼり及び旗（紙製のものを除く。），絞り染品を用いた
織物製いすカバー，絞り染品を用いた織物製壁掛け，絞り染品を用いたカーテン，絞り染
品を用いたテーブル掛け，絞り染品を用いたどん帳，絞り染品を用いたのれん
【25】絞り染品を用いた被服，絞り染品を用いた履物
【40】絞り染品を用いた布地・被服の加工処理（乾燥処理を含む。），絞り染処理，絞り染品
の裁縫，絞り染品のししゅう
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん
包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における
保管，他人の携帯品の一時預かり，倉庫の提供

分割 2006-109954

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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