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1 白冨士 通常 1916/1/20 1916/3/27 78230 2016/3/27 明治４２年法 1

38 【38】清酒

2 河三∞武士 通常 1908/2/18 1908/4/17 32470 2008/4/17
明治４２年法以
前

1

37 【37】清酒

3 薩摩富士 通常 1935/10/12 1935-023165 1937/1/14 285437 2007/1/14 大正１０年法 1

38 【38】焼酎

4 印石大∞赤穂浪士 通常 1936/5/23 1936-010984 1937/4/16 289200 2007/4/16 大正１０年法 1

36 【36】学生服、其ノ他本類ニ属スル商品

5 冨士 通常 1938/2/22 1938-004547 1938/12/19 310157 2008/12/19 大正１０年法 1

43 【43】西洋菓子、但シ「クリ－ム、アイスクリ－ム、シユ－クリ－ム及其ノ類似品」ヲ除ク

6 いぶし＼遺武士 通常 1953/8/8 1953-020752 1954/7/21 448278 2004/7/21
登録後の本権利抹
消（存続期間満了）

大正１０年法 1

43 【43】菓子及び麺ぽうの類

7 秋田冨士 通常 1955/5/24 1955-013983 1956/8/6 485697 2006/8/6 大正１０年法 1

38 【38】清酒、その他本類に属する商品

8 薩摩武士 通常 1956/11/24 1956-034977 1957/8/30 507059 2007/8/30 大正１０年法 1

43 【43】菓子及び麺ぽうの類

9 出雲富士 通常 1957/5/1 1957-012599 1958/5/27 520953 2008/5/27 大正１０年法 1

38 【38】日本酒類及びその模造品

10 紅富士 通常 1958/8/21 1958-023740 1959/7/27 539507 2009/7/27 大正１０年法 1

45 【45】他類に属しない食料品及び加味品

11 一冨士 通常 1992/5/8 1992-111273 1995/3/31 3033446 2005/3/31
登録後の本権利抹
消（存続期間満了）

平成３年法 1

42 【42】宿泊施設の提供，入浴施設の提供，宴会のための施設の提供，会議のための施設
の提供
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12 情報統括士 通常 1992/5/11 1992-111600 1997/5/16 3308383 2007/5/16 平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導・市場調査・商品の販売に関する情報の提供，財務書類の作成
又は監査若しくは証明，書類の複製・速記・筆耕・文書又は磁気テ－プのファイリング

13 北の富士 通常 1992/5/12 1992-112118 1996/6/28 3171299 2006/6/28 平成３年法 1

42 【42】飲食物の提供

14 §の武士∞野武士 通常 1992/6/5 1992-120860 1994/12/22 3017111 2004/12/22
登録後の本権利抹
消（存続期間満了）

平成３年法 1

42 【42】雑炊を主とする飲食物の提供

15 株式会社武富士 通常 1992/8/4 1992-150261 1994/10/31 3007462 2014/10/31 平成３年法 1

36 【36】資金の貸付け

16
§Ｙｅｎ　ｓｈｏｐ＼エンショップ∞
武富士

通常 1992/8/4 1992-150262 1995/7/31 3063801 2015/7/31 平成３年法 1

36 【36】資金の貸付け

17 武富士 通常 1992/8/4 1992-150264 1995/7/31 3063803 2015/7/31 平成３年法 1

36 【36】資金の貸付け

18 上級秘書士 通常 1992/8/5 1992-150862 1997/6/13 3322258 2007/6/13 平成３年法 1

41 【41】大学における教授

19 経営管理士 通常 1992/9/17 1992-187195 1997/6/13 3320817 2007/6/13 平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，書類の複製，文
書又は磁気テープのファイリング

20 保健管理士 通常 1992/9/18 1992-195281 1997/5/30 3317231 2007/5/30 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授
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21 モグルス博士 通常 1992/9/24 1992-202945 1995/9/29 3077245 2005/9/29 平成３年法 1

39 【39】鉄道による輸送，車両による輸送，主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契
約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，他人の携帯品の一時預かり，倉
庫の提供，駐車場の提供，自動車の貸与

22 菊冨士 通常 1992/9/22 1992-204650 1995/2/28 3025386 2015/2/28 平成３年法 1

42 【42】宿泊施設の提供

23 南富士 通常 1992/9/25 1992-210902 1995/3/31 3030571 2005/3/31
登録後の本権利抹
消（存続期間満了）

平成３年法 1

41 【41】ゴルフの興業企画・運営又は開催，ゴルフ場の提供

24 毛髪診断士 通常 1992/9/25 1992-211282 1996/10/31 3216916 2006/10/31 平成３年法 1

42 【42】医薬品・化粧品の試験・検査・又は研究

25 グランド居酒屋富士 通常 1992/9/24 1992-212629 1995/3/31 3029700 2015/3/31 平成３年法 1

42 【42】アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供

26 富士 通常 1992/9/28 1992-214402 1995/4/28 3039484 2015/4/28 平成３年法 1

36 【36】預金の受入れ，資金の貸付け，内国為替取引，有価証券・貴金属の保護預かり，両
替，国債証券等の売買，国債証券等の募集の取扱

27 ラウンジ富士 通常 1992/9/28 1992-215660 1996/8/30 3190293 2006/8/30 平成３年法 1

42 【42】飲食物の提供，休憩施設の提供

28 ねんきん博士 通常 1992/9/28 1992-216919 1997/3/12 3271599 2007/3/12 平成３年法 1

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，内国
為替取引

29 ねんきん博士 通常 1992/9/28 1992-216939 1997/4/11 3278191 2007/4/11 平成３年法 1

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，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
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30 庭園管理士 通常 1992/9/25 1992-228172
査定不服審判中の
審判取下

平成３年法 1

41 【41】庭園又は造園技能の教授

31 リゾ－ト管理士 通常 1992/9/26 1992-228528 1995/2/28 3025817 2015/2/28 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポ―ツ又は知識の教授，セミナ―の企画又は開催

32
手づくりクレ－プの店＼原宿＼
三銃士

通常 1992/9/28 1992-236315 1995/6/30 3055135 2005/6/30
登録後の本権利抹
消（存続期間満了）

平成３年法 1

42 【42】クレ―プを主とする飲食物の提供

33 ＨＯＴＥＬマウント富士 通常 1992/9/28 1992-237530 1995/8/31 3073554 2015/8/31 平成３年法 1

42 【42】宿泊施設の提供，会席料理を主とする飲食物の提供，フランス料理を主とする飲食物
の提供，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供

34 ふくろう博士 通常 1992/9/29 1992-253191 1995/7/31 3062127 2015/7/31 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポ―ツ又は知識の教授

35 カンガル－博士 通常 1992/9/29 1992-253194 1995/10/31 3091947 2005/10/31 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポ―ツ又は知識の教授

36 富士 通常 1992/9/29 1992-257849 1997/2/24 3263202 2007/2/24 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

37 和裁士 通常 1992/9/30 1992-266882 1996/11/29 3225276 2006/11/29 平成３年法 1

37 【37】被服の修理

38 和裁　§和裁士 通常 1992/9/30 1992-266883 1996/11/29 3225277 2006/11/29 平成３年法 1

37 【37】被服の修理

39 和裁士 通常 1992/9/30 1992-266885 1996/12/25 3241865 2006/12/25 平成３年法 1

40 【40】被服の加工処理（乾燥処理を含む。），裁縫

40 和裁士 通常 1992/9/30 1992-266888 1996/3/29 3132108 2006/3/29 平成３年法 1

41 【41】着物着付けの教授，国家資格取得講座における教授，和裁の教授，和裁に関する講
習会・研修会・セミナ―の企画・運営又は開催，和裁に関する資格検定，着物作品コンテス
トの企画・運営又は開催，和裁技術コンク―ルの企画・運営又は開催
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41 和裁士 通常 1992/9/30 1992-266889 1996/5/31 3154405 2006/5/31 平成３年法 1

41 【41】着物着付けの教授，国家資格取得講座における教授，和裁の教授，和裁に関する講
習会・研修会・セミナ―の企画・運営又は開催，和裁に関する資格検定，着物作品コンテス
トの企画・運営又は開催，和裁技術コンク―ルの企画・運営又は開催

42 屋根診断士 通常 1992/9/29 1992-267827 1997/10/17 4070854 2007/10/17 平成３年法 1

37 【37】屋根工事

43 富士 通常 1992/9/30 1992-278874 1997/10/9 4066230 2007/10/9 平成３年法 1

42 【42】宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，美容，理容，入浴施設の提供，写真の撮
影，オフセット印刷，グラビア印刷，スクリーン印刷，石版印刷，凸版印刷，気象情報の提
供，求人情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を含
む。）のための施設の提供，葬儀の執行，墓地又は納骨堂の提供，一般廃棄物の収集及
び処分，産業廃棄物の収集及び処分，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。），地質の調
査，デザインの考案，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，農業・畜産又は水
産に関する試験・検査又は研究，通訳，翻訳，個人の身元又は行動に関する調査，あん
摩・マッサージ及び指圧，きゅう，柔道整復，はり，医業，健康診断，歯科医業，調剤，家畜
の診療，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，衣服の貸与，植木の貸与，計測器
の貸与，コンバインの貸与，祭壇の貸与，自動販売機の貸与，消火器の貸与，超音波診断
装置の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与、但し、医薬品・化粧品又は食品の試験・検査

44
§創作　郷土料理の店＼菊富
士

通常 1992/9/29 1992-280454 1996/4/30 3144894 2006/4/30 平成３年法 1

42 【42】そば・鍋料理及びてんぷら料理を主とする飲食物の提供

45

シミは取れる！∞他店に出して
残ったシミ＼あきらめないでくだ
さい＼シミ抜き相談∞ホワイト急
便シミ抜き博士

通常 1992/9/30 1992-284076 1996/9/30 3198024 2006/9/30 平成３年法 1

37 【37】洗濯，被服のプレス，被服の修理，毛皮製品の手入れ又は修理洗濯

46 経技士 通常 1992/9/30 1992-289226
査定不服審判中の
審判拒絶

平成３年法 1

42 【42】経理技術教授

47 カンガル－博士 通常 1992/9/30 1992-290503 1995/8/31 3069490 2005/8/31 平成３年法 1

41 【41】家庭教師教育のための教授

48 ふくろう博士 通常 1992/9/30 1992-290507 1995/9/29 3074186 2005/9/29 平成３年法 1

35 【35】家庭教師の紹介
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49 一冨士 通常 1992/9/30 1992-293085 1998/3/6 4120873 2008/3/6 平成３年法 1

42 【42】社員食堂・寮・保養所・研修センター、病院における給食

50 情報管理士 通常 1992/10/5 1992-295265 1997/1/31 3249623 2007/1/31 平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，書類の複製，文
書又は磁気テープのファイリング

51 ペイント博士 通常 1992/10/30 1992-307999 1997/1/31 3251524 2007/1/31 平成３年法 1

37 【37】塗装工事

52 錠前士 通常 1993/3/31 1993-032831 1997/5/2 3299967 2007/5/2 平成３年法 1

37 【37】建具工事，事務用機械器具の修理又は保守，金庫の修理又は保守，建具の修理又
は保守，金属製金具の修理又は保守

53 探偵学士 通常 1993/5/18 1993-048445 1997/4/25 3298510 2007/4/25 平成３年法 1

42 【42】個人の身元又は行動に関する調査

54 探偵博士 通常 1993/5/18 1993-048446 1997/4/25 3298511 2007/4/25 平成３年法 1

42 【42】個人の身元又は行動に関する調査

55 特許技能士 通常 1993/5/28 1993-052842 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】工業所有権に関する手続の事務，工業所有権に関する調査，商品の企画，商品の発
明

56 特許実務士 通常 1993/5/28 1993-052843 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】工業所有権に関する手続の事務，工業所有権に関する調査，商品の企画，商品の発
明

57 特許書士 通常 1993/5/28 1993-052844 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】工業所有権に関する手続の事務，工業所有権に関する調査，商品の企画，商品の発
明
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58 §Ｋ∞ハングル通訳士 通常 1993/6/3 1993-055420 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】日本語と韓国語または朝鮮語の通訳，日本語と韓国語または朝鮮語の翻訳

59 §Ｋ∞ハングル翻訳士 通常 1993/6/3 1993-055421 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】日本語と韓国語または朝鮮語の通訳，日本語と韓国語または朝鮮語の翻訳

60 東洋整体学博士 通常 1993/6/22 1993-062141 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】マッサージの教授，整骨矯正の教授

61 日本整体学博士 通常 1993/6/22 1993-062142 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】マッサージの教授，整骨矯正の教授

62 日本整体療術博士 通常 1993/6/22 1993-062143 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】マッサージの教授，整骨矯正の教授

63 日本整体博士 通常 1993/6/22 1993-062144 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】マッサージの教授，整骨矯正の教授

64 経営診断士 通常 1993/6/30 1993-071559
査定不服審判中の
審判拒絶

平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導，商品の販売に関する情報の提供，財務書類の作成又は監査
若しくは証明

65 経営効率分析士 通常 1993/8/24 1993-087052 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】経営労働コンサルタント，経営労務士，経営効率分析士の専門職能資格取得講座に
おける教授

66 経営改善指導士 通常 1993/9/22 1993-096044 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事件その他に関する
法律事務，登記又は供託に関する手続の代理，著作権の利用に関する契約の代理又は
媒介
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67 危険管理士 通常 1993/9/27 1993-097088
査定不服審判中の
審判拒絶

平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，財務書類の作成
又は監査若しくは証明

68 毛筆書法士 通常 1993/10/20 1993-106128 1997/8/22 4045685 2007/8/22 平成３年法 1

41 【41】技芸又は知識の教授

69 賞状技法士 通常 1993/10/20 1993-106129 1997/11/28 3362553 2007/11/28 平成３年法 1

41 【41】技芸又は知識の教授

70 一冨士 通常 1993/10/27 1993-109045 1997/5/16 3305624 2007/5/16 平成３年法 1

35 【35】学校内食堂の経営の代行

71 音声訳士 通常 1993/11/4 1993-111218 1998/10/23 4203596 2008/10/23 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

72 メディカル秘書士 通常 1993/11/24 1993-118359 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】知識の教授

73 情報経理士 通常 1993/11/24 1993-118360 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】知識の教授

74 ファイリング博士 通常 1993/12/20 1993-126993 1997/12/5 3364609 2007/12/5 平成３年法 1

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（中央処理装置及び電
子計算機用プログラムを記憶させた電子回路，磁気ディスク，磁気テープその他の周辺機
器を含む。）の貸与

75 外装博士 通常 1993/12/20 1993-126995 1997/12/5 3364610 2007/12/5 平成３年法 1

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（中央処理装置及び電
子計算機用プログラムを記憶させた電子回路，磁気ディスク，磁気テープその他の周辺機
器を含む。）の貸与
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76
全国健康食品調査士協会＼健
康食品調査士

通常 1994/2/9 1994-011349 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】健康食品に関する知識の教授

77 情報処理士 通常 1994/2/18 1994-014745
査定不服審判中の
審判拒絶

平成３年法 1

41 【41】大学における教授

78 上級情報処理士 通常 1994/2/18 1994-014746
査定不服審判中の
審判拒絶

平成３年法 1

41 【41】大学における教授

79 圧入施工技士 通常 1994/3/14 1994-025133 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，圧入施工技術の認定及び称号の付与

80 印刷営業士 通常 1994/3/14 1994-025171 1997/10/24 3354364 2007/10/24 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（印刷物営業技能の検定試験・印刷物営業技能の教
授・印刷物営業技能の質の証明を含む。），録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気
テープの貸与

81 管理印刷営業士 通常 1994/3/14 1994-025172 1997/7/11 4026991 2007/7/11 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（印刷物営業技能の検定試験・印刷物営業技能の教
授・印刷物営業技能の質の証明を含む。），録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気
テープの貸与

82 印刷生産士 通常 1994/3/14 1994-025173 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（印刷工場の生産管理技能の検定試験・印刷工場の
生産管理技能の技授・印刷工場の生産管理技能の質の証明を含む。），録音済み磁気
テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与

83 中小企業助成士 通常 1994/3/18 1994-027461 1998/10/16 4201367 2008/10/16 平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供
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84 カンガルー博士 分割 1994/4/13 1994-037028 1997/4/18 3284254 2007/4/18 平成３年法 1

35 【35】家庭教師の紹介

85 交流分析士 通常 1994/4/20 1994-039949 1997/7/25 4032955 2007/7/25 平成３年法 1

41 【41】人間関係・人生設計・カウンセリング・心理学に関する知識の教授，人間関係・人生設
計・カウンセリング・心理学の教授に関する情報の提供，人間関係・人生設計・カウンセリン
グ・心理学に関する研究会・座談会又はシンポジウムの企画・運営又は開催，人間関係・
人生設計・カウンセリング・心理学についての資格の認定又は検定，話し方の教授

86 部位別博士 通常 1994/6/2 1994-054601 1997/9/26 4060399 2007/9/26 平成３年法 1

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（中央処理装置及び電
子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機
器を含む。）の貸与

87 博士 通常 1994/6/2 1994-054603 拒絶査定 平成３年法 1

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（中央処理装置及び電
子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機
器を含む。）の貸与

88 ザウルス博士 通常 1994/6/2 1994-054604 1997/9/26 4060401 2007/9/26 平成３年法 1

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（中央処理装置及び電
子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機
器を含む。）の貸与

89 ソロピカ博士 通常 1994/7/1 1994-064886 1999/1/22 4231952 2009/1/22 平成３年法 1

41 【41】そろばんの教授，そろばんの能力の検定試験の実施

90 リゾート管理士 通常 1994/7/26 1994-075595 1998/6/12 4155183 2008/6/12 平成３年法 1

42 【42】一般廃棄物の収集及び処分，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。）

91 心理技術士 通常 1994/8/3 1994-078718 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸，スポーツ、又は心理検査、性格検査等の知識の教授
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92 一級製パン技能士 通常 1994/8/24 1994-086037 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，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，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，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，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽
器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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

93 一級製菓技能士 通常 1994/8/24 1994-086038 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，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，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，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，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽
器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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

94 中小企業助成士 通常 1994/8/31 1994-088451 1997/7/25 4031861 2007/7/25 平成３年法 1

36 【36】中小企業における災害に伴う死亡・障害・入院・往診・通院に関する補償の共済契約
の締結の媒介，中小企業における災害に伴う死亡・障害・入院・往診・通院に関する補償の
共済契約の情報の提供，中小企業における災害に伴う死亡・障害・入院・往診・通院に関
する補償の共済給付金の支払い

95 ＰＬ（製造物責任）＼管理士 通常 1994/10/11 1994-103367 拒絶査定 平成３年法 1

35 【35】商品の販売に関する情報の提供

96
吹付け硬質ウレタンフォーム断
熱施工技士

通常 1994/11/2 1994-111817 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】吹付けウレタンフォーム断熱技能の講演・講習及び研修による教授並びにその技能
認定試験の実施

97 医療事務士 通常 1994/11/15 1994-115454 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，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，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，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，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽
器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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

98 特許企画士 通常 1994/11/14 1994-115624 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】工業所有権に関する情報の提供

99 特許企画士 通常 1994/11/14 1994-115625 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】国家資格取得講座における教授，技芸・スポーツ又は知識の教授（国家資格取得講
座における教授を除く）
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100 健食士 通常 1994/11/25 1994-119329 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】国家資格取得講座における教授，食品・栄養の指導，セミナーの企画・運営，通信教
育講座の開催

101 結納士 通常 1995/4/6 1995-034385 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】結納及び結納返しに関する相談・結納式及び結納返し式の企画・結納式場及び結納
返し式場の提供・結納式場及び結納返し式場の提供の契約の媒介又は取次ぎ・結納式場
及び結納返し式場の設営・結納式場及び結納返し式場の設営の契約の媒介又は取次ぎ・
結納式及び結納返し式における飲食物の提供・結納式及び結納返し式における飲食物の
提供の契約の媒介又は取次ぎ・結納式引出物及び結納返し式引出物に関する情報の提
供・結納式引出物及び結納返し式引出物の提供・結納式引出物及び結納返し式引出物の
提供の契約の媒介又は取次ぎ・結納式品及び結納返し式品に関する情報の提供・結納式
品及び結納返し式品の提供・結納式品及び結納返し式品の貸与・結納式及び結納返し式
出席者への着物又は洋服の着付け・写真の撮影・その他の結納式及び結納返し式の執行

102 土地博士 通常 1995/4/14 1995-037556 1997/12/19 4093561 2007/12/19 平成３年法 1

36 【36】資金の貸付け，土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の
引受けの代理又は媒介，クレジットカード利用者又は割賦販売利用者に代わってする支払
代金の清算，金融に関する情報の提供，株式市況に関する情報の提供，ゴルフ会員権契
約の代理又は媒介，ゴルフ会員権情報の提供，生命保険契約の締結の媒介，損害保険契
約の締結の代理，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，
建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代
理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の運
用・有効活用に関する企画・指導，建物又は土地の情報の提供，美術品の評価，当せん金
付証票の発売，企業の信用に関する調査，慈善のための募金

103 土地博士 通常 1995/4/14 1995-037557 1998/7/17 4166900 2008/7/17 平成３年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築物の点検・修理又は保守，建築工事の取次ぎ，建設情報の提供，建築工事の施
行管理，建築又は土木に関する技術指導，建築工事に関する助言，エレベーターの修理
又は保守，火災報知器の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置・
換気装置・空気調和装置の修理・保守又は清掃，バーナーの修理又は保守，ボイラーその
他の動力機械器具（乗物用を除く）の修理・保守又は清掃，ポンプその他の風水力機械器
具の修理・保守又は清掃，冷凍機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保
守，救命用具・消火器・消火栓の修理又は保守，盗難警報装置の取付け・修理又は保守，
家庭用電熱用品類及びその他の民生用電気機械器具の修理又は保守，配電用又は制御
用機械器具・発電機又は電動機の修理又は保守，室内照明設備その他の照明装置の修
理又は保守，貯水槽の点検・保守又は修理，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務用
調理機械器具の修理又は保守，ガス湯沸かし器の修理又は保守，床洗浄機の修理又は
保守，駐車用機械器具の修理又は保守，汚水排水管・排水槽の点検・保守又は修理，飲
料水給水配管の点検・保守又は修理，電話機の修理，家具の修理，建具の修理又は調
整，金庫の修理又は保守，時計の修理又は保守，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修理・保守又は
清掃 家具・建具の掃除 汚水排水管・排水槽・ポンプ式貯水槽その他の貯水槽の清掃

104 日本経営診断士 通常 1995/4/18 1995-039111 拒絶査定 平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供

105 日本経営診断士 通常 1995/4/18 1995-039112 1998/3/13 4124553 2008/3/13 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

106 複写加工士 通常 1995/4/19 1995-039877 1998/4/17 4136519 2008/4/17 平成３年法 1

35 【35】書類の複製，書類の複製の質の証明，経営の診断及び指導，職業のあっせん

107 占術士 通常 1995/5/24 1995-051093 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】占い，占い士の認定，占い士の指導
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108 日本占術協会占術士 通常 1995/5/24 1995-051094 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】占い，占い士の認定，占い士の指導

109 鑑宝士 通常 1995/6/9 1995-058277 1997/9/26 4060223 2007/9/26 平成３年法 1

36 【36】宝玉の評価

110 鑑宝士 通常 1995/6/9 1995-058278 1998/3/27 4128323 2008/3/27 平成３年法 1

37 【37】身飾品の修理

111 鑑宝士 通常 1995/6/9 1995-058279 1998/5/1 4140936 2008/5/1 平成３年法 1

42 【42】宝玉の真贋の鑑別

112 人事法務士 通常 1995/6/19 1995-061611 1997/8/29 4048889 2007/8/29 平成３年法 1

41 【41】知識の教授

113 人事法務士 通常 1995/6/19 1995-061612 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】労務管理及び人事管理における知識称号の付与

114 雇用管理士 通常 1995/6/19 1995-061614 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】知識の教授

115 雇用管理士 通常 1995/6/19 1995-061615 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】労務管理及び人事管理における知識称号の付与

116 労務管理士 通常 1995/6/19 1995-061617 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】知識の教授

117 労務管理士 通常 1995/6/19 1995-061618 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】労務管理及び人事管理における知識称号の付与

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved. URL:http://www.tm-library.com/ 13／87



○○士商標（役務限定）.xls 2006/5/19

No. 商標（見本） 商標 種別 出願日 出願番号 登録日 登録番号 満了日 終処分 法区分 区分数 区分 指定商品・役務

118 墓地施工管理士 通常 1995/6/23 1995-062421 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】通学又は通信講座による墓地施工技術の教授，通学又は通信講座による石材裁断，
石材加工，石張り，石積み技術の教授，石工事業の経営管理技術に関する知識の教授，
石工事と石工事業経営の図書及び記録の供覧

119 心理療法士 通常 1995/6/28 1995-065535 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】心身療法・催眠療法・暗示療法・カウンセリング，老人の養護

120 ストレス管理士 通常 1995/7/27 1995-076790 1998/6/5 4152142 2008/6/5 平成３年法 1

41 【41】ストレスマネージメントの教授，心理カウンセリング技術の教授

121 日本酒指導士 通常 1995/9/11 1995-092586 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】日本酒通信講座における教授

122 なまず博士 通常 1995/10/11 1995-104666 1997/10/31 4075713 2007/10/31 平成３年法 1

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

123 保険士 通常 1995/11/10 1995-116136 1998/6/12 4154506 2008/6/12 平成３年法 1

36 【36】保険に関する助言・相談，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，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，
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，当せん金付証票の発売，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，前払い
式証票の発行（「プリペイドカードの発行」） ガス・電気料金の支払いの取次ぎ ガス・電気

124 保険経営士 通常 1995/11/10 1995-116138 1998/6/12 4154508 2008/6/12 平成３年法 1

36 【36】保険に関する助言・相談，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，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，
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，当せん金付証票の発売，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，前払い
式証票の発行（「プリペイドカードの発行」） ガス・電気料金の支払いの取次ぎ ガス・電気

125 着物きつけ博士 通常 1995/11/30 1995-124644 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】着物着付けの教授
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126 食養士 通常 1996/1/24 1996-004876 1998/9/25 4190625 2008/9/25 平成３年法 1

42 【42】健康自然食品や栄養補助食品についての指導・相談・助言・食品管理・情報の提供

127 財務管理士 通常 1996/2/16 1996-014247 拒絶査定 平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導，商品の販売に関する情報の提供，市場調査，財務書類の作成
又は監査若しくは証明

128 財務管理士 通常 1996/2/16 1996-014248 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】財務知識の教授，簿記の教授

129 情報計画士 通常 1996/2/16 1996-015408 1998/6/5 4153081 2008/6/5 平成３年法 1

42 【42】デザインの考案，デザインに関するコンサルティング

130 日韓通訳技能士 通常 1996/3/12 1996-025204 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸，スポーツ又は知識の教授

131 日韓通訳士 通常 1996/3/12 1996-025205 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸，スポーツ又は知識の教授

132 日中通訳技能士 通常 1996/3/12 1996-025206 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸，スポーツ又は知識の教授

133 日中通訳士 通常 1996/3/12 1996-025207 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸，スポーツ又は知識の教授

134 珈琲博士 通常 1996/3/14 1996-026944 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】飲食物の提供

135 三銃士 通常 1996/3/26 1996-031193 1998/2/6 4110168 2008/2/6 平成３年法 1

36 【36】損害保険の引受け

136 管理複写加工士 通常 1996/3/25 1996-031875 拒絶査定 平成３年法 1

35 【35】書類の複製，書類の複製の質の証明，経営の診断及び指導，職業のあっせん

137 斜面安定技士 通常 1996/4/1 1996-033600 1998/7/10 4163694 2008/7/10 平成３年法 1

42 【42】土木・建築物の設計，測量，地質の調査，デザインの考案，土木・建築に関する試験
又は研究，土木・建築に関するコンサルティング，著作権の利用に関する契約の代理又は
媒介，通訳，翻訳，土木・建築工法に関する工業所有権・ノウハウの実施・使用許諾，工業
所有権売買の仲介・斡旋
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138 グラウンドアンカー技士 通常 1996/4/1 1996-033601 1998/7/10 4163695 2008/7/10 平成３年法 1

42 【42】土木・建築物の設計，測量，地質の調査，デザインの考案，土木・建築に関する試験
又は研究，土木・建築に関するコンサルティング，著作権の利用に関する契約の代理又は
媒介，通訳，翻訳，土木・建築工法に関する工業所有権・ノウハウの実施・使用許諾，工業
所有権売買の仲介・斡旋

139 看護介護士 通常 1996/3/29 1996-033865 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

140 医薬士 通常 1996/3/29 1996-033867 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

141 コアラ愽士 通常 1996/4/11 1996-039192 1998/3/27 4127710 2008/3/27 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，学習塾における教授

142 電磁波測定士 通常 1996/4/22 1996-044148 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

143 コスト管理士 通常 1996/6/17 1996-065054 1998/5/29 4149211 2008/5/29 平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導

144 能力開発士 通常 1996/6/27 1996-071104 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】話し方の教授，企業・団体における教育，文章の書き方に関する知識の教授，ビジネ
ス能力開発セミナーの企画・運営または開催，ビジネス能力開発講座における知識の教授

145 日本脊椎整体学博士 通常 1996/8/5 1996-086646 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】マッサージの教授，整骨矯正の教授

146 東洋脊椎整体学博士 通常 1996/8/5 1996-086647 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】マッサージの教授，整骨矯正の教授

147 精神対話士 通常 1996/8/6 1996-088023 1999/12/17 4346062 2009/12/17 平成３年法 1

41 【41】孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・
生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除
く。）に対する、対話を通しての精神的な援助に関する知識の教授，孤独感・疎外感・孤立
感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ
等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する、対話を通して
の精神的な援助に関する講演・研修会の企画・運営又は開催

148 精神対話士 通常 1996/8/6 1996-088025 1998/10/30 4205274 2008/10/30 平成３年法 1

42 【42】人材派遣による孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気
持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し，精神科による治療を
要する者を除く。）に対する、対話を通しての精神的な援助，孤独感・疎外感・孤立感・喪失
感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩み
を有する者（但し，精神科による治療を要する者を除く。）に対する、対話を通しての精神的
な援助に関する調査・研究及びコンサルティング

149 食養指導士 通常 1996/8/7 1996-088731 1998/9/11 4187167 2008/9/11 平成３年法 1

42 【42】食を基本とした綜合医学的立場からの養生・健康・生活指導
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150 食養指導士 通常 1996/8/7 1996-088732 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】食を基本とした綜合医学的立場からの養生，健康，生活指導の知識の教授

151 アウル博士 通常 1996/9/3 1996-098966 1998/6/26 4159241 2008/6/26 平成３年法 1

35 【35】職業のあっせん

152 アウル博士 通常 1996/9/3 1996-098967 1998/7/17 4166619 2008/7/17 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，研究用教材に関する情報の提供及びその仲介，セミ
ナーの企画・運営又は開催，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。）

153 生涯学習指導士 通常 1996/9/9 1996-101496 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，図書及び記録の供覧，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，放送番組の制作，映写機及び
その附属品の貸与，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープ
の貸与，録画済み磁気テープの貸与

154 区分所有管理士 通常 1996/9/11 1996-102663 拒絶査定 平成３年法 1

36 【36】中高層共同住宅等区分所有建物の管理計画及び管理運営等に関するマネージメント
業務

155 人生設計士 通常 1996/10/3 1996-111763
査定不服審判中の
審判拒絶

平成３年法 1

41 【41】生涯教育の教授，生涯学習の研修及び教育，生涯教育の企画又は運営，民間資格
取得講座における教授

156 トイレ診断士 通常 1996/10/29 1996-121971 1998/12/25 4224859 2008/12/25 平成３年法 1

37 【37】トイレの修理・整備又は保守

157 葬祭経営士 通常 1996/11/18 1996-129463 1998/11/13 4209253 2008/11/13 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，研究用教材に関する情報の提供及びその仲介，セミ
ナーの企画・運営又は開催

158 葬祭経営士 通常 1996/11/18 1996-129464 1999/5/21 4273425 2009/5/21 平成３年法 1

42 【42】通夜・葬儀・法要のための施設の提供，通夜・葬儀・法要の執行，通夜・葬儀・法要に
関する礼儀作法及び返礼の助言，霊柩車による遺体の移送，写真の撮影，オフセット印
刷・グラビア印刷・スクリーン印刷・凸版印刷の媒介，墓地又は納骨堂の提供，遺言書の保
管，葬儀に関する生前予約書の保管及び執行，衣服の貸与，不祝儀用生花の花輪の貸
与，祭壇・造花の花輪その他の葬祭用具の貸与，葬儀のためのテントの貸与，葬儀・法要
のための仕出し料理の提供の取次ぎ，多目的ホールの提供，斎場の提供
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159 診療録管理士 通常 1996/11/21 1996-130382 1998/11/13 4209684 2008/11/13 平成３年法 1

41 【41】医療補助者に対する知識・技能の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，診
療録管理等に関する知識・技能の認定・検定試験の実施，動物の調教，植物の供覧，動物
の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，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，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，
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，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィ
ルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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

160 診療情報管理士 通常 1996/11/21 1996-130383 1998/11/13 4209685 2008/11/13 平成３年法 1

41 【41】医療補助者に対する知識・技能の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，診
療情報管理等に関する知識・技能の認定・検定試験の実施，動物の調教，植物の供覧，動
物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，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，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，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，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映
写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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

161 健康管理士 通常 1996/12/17 1996-141907 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

162 §事業鑑定士 通常 1997/1/8 1997-000386 1998/11/13 4209487 2008/11/13 平成３年法 1

42 【42】易占

163 建築構造士 通常 1997/1/10 1997-001832 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】建築構造設計，その他の建築物の設計，建築に関する研究，建築又は建築物の設計
に関する情報の提供

164 構造士 通常 1997/1/10 1997-001833 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】建築構造設計，その他の建築物の設計，建築に関する研究，建築又は建築物の設計
に関する情報の提供

165 屋根診断士 通常 1997/1/13 1997-002851 1998/4/24 4139785 2008/4/24 平成３年法 1

41 【41】屋根に関する知識の教授

166 屋根診断士 通常 1997/1/27 1997-007693 拒絶査定 平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導，屋根の補修に関する診断及び指導

167 屋根診断士 通常 1997/1/27 1997-007694 1998/4/24 4139786 2008/4/24 平成３年法 1

42 【42】建築物の設計，屋根の補修に関する診断及び指導
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168 ホームズ博士 通常 1997/2/5 1997-011185 1998/8/7 4174429 2008/8/7 平成３年法 1

36 【36】資金の貸付け，土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の
引受けの代理又は媒介，クレジットカード利用者又は割賦販売利用者に代わってする支払
代金の清算，金融に関する情報の提供，株式市況に関する情報の提供，ゴルフ会員権契
約の代理又は媒介，ゴルフ会員権情報の提供，生命保険契約の締結の媒介，損害保険契
約の締結の代理，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，
建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代
理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の運
用・有効活用に関する企画・指導，建物又は土地の情報の提供，美術品の評価，企業の信

169 ホームズ博士 通常 1997/2/5 1997-011186 1998/10/9 4196237 2008/10/9 平成３年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築物の点検・修理又は保守，建築工事の取次ぎ，建設情報の提供，建築工事の施
行管理，建築又は土木に関する技術指導，建築工事に関する助言，エレベーターの修理
又は保守，火災報知器の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置・
換気装置・空気調和装置の修理・保守又は清掃，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修
理・保守又は清掃，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，荷役機械器
具の修理又は保守，救命用具・消化器・消化栓の修理又は保守，盗難警報装置の取付
け・修理又は保守，動力機械器具・風水力機械器具の修理・保守又は清掃，家庭用電熱
用品類及びその他の電気機械器具の修理又は保守，室内照明設備その他の照明装置の
修理又は保守，貯水槽の点検・保守又は修理，厨房設備の修理又は保守，床洗浄機の修
理又は保守，駐車用機械器具の修理又は保守，汚水配水管・排水槽の点検・保守又は修
理，飲料水給水配管の点検・保守又は修理，電話機の修理，家具の修理，建具の修理又
は調整，金庫の修理又は保守，時計の修理又は保守，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修理・保
守又は清掃 家具・建具の掃除 汚水配水管・排水槽・貯水槽の清掃 ポンプ槽の清掃

170 水道料金減免診断士 通常 1997/2/12 1997-013148 拒絶査定 平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導

171 水道料金減免調査士 通常 1997/2/12 1997-013149 拒絶査定 平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導

172 手打うどん　博士 通常 1997/2/19 1997-016638 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】日本料理を主とする飲食物の提供

173 手打そば　博士 通常 1997/2/19 1997-016639 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】日本料理を主とする飲食物の提供

174 生そば　博士 通常 1997/2/19 1997-016640 拒絶査定 平成３年法 1

42 【42】日本料理を主とする飲食物の提供

175 お風呂診断士 通常 1997/2/20 1997-018287 1998/8/14 4178080 2008/8/14 平成３年法 1

37 【37】照明用器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，ガス湯沸かし器の修理
又は保守，浴槽類の修理又は保守，浴槽又は浴槽がまの清掃，乾燥装置の修理又は保
守，風呂給湯機の修理又は保守，太陽熱利用温水器の修理又は保守，ボイラーの修理又
は保守，浴室ユニットの修理又は保守，家庭用電熱用品類の修理又は保守，風呂釜の修
理又は保守，給排気管の修理又は保守

176 お風呂診断士 通常 1997/2/20 1997-018288 1998/8/28 4182502 2008/8/28 平成３年法 1

42 【42】照明用器具の検査・診断・評価，暖冷房装置の検査・診断・評価，ガス湯沸かし器の
検査・診断・評価，浴槽類の検査・診断・評価，乾燥装置の検査・診断・評価，風呂給湯機
の検査・診断・評価，太陽熱利用温水器の検査・診断・評価，ボイラーの検査・診断・評価，
浴室ユニットの検査・診断・評価，家庭用電熱用品類の検査・診断・評価，風呂釜の検査・
診断・評価，給排気管の検査・診断・評価

177 ホームズ博士 通常 1997/3/7 1997-024701 1998/10/9 4195694 2008/10/9 平成３年法 1

36 【36】資金の貸付け，土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の
引受けの代理又は媒介，クレジットカード利用者又は割賦販売利用者に代わってする支払
代金の清算，金融に関する情報の提供，株式市況に関する情報の提供，ゴルフ会員権契
約の代理又は媒介，ゴルフ会員権情報の提供，生命保険契約の締結の媒介，損害保険契
約の締結の代理，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，
建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代
理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の運
用・有効活用に関する企画・指導，建物又は土地の情報の提供，美術品の評価，企業の信
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178 ホームズ博士 通常 1997/3/7 1997-024702 1999/5/14 4272176 2009/5/14 平成３年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築物の点検・修理又は保守，建築工事の取次ぎ，建設情報の提供，建築工事の施
行管理，建築又は土木に関する技術指導，建築工事に関する助言，エレベーターの修理
又は保守，火災報知器の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置・
換気装置・空気調和装置の修理・保守又は清掃，バーナーの修理又は保守，ボイラーその
他の動力機械器具（乗物用のものを除く。）の修理・保守又は清掃，ポンプその他の風水力
機械器具の修理・保守又は清掃，冷凍機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理
又は保守，救命用具・消火器・消火栓の修理又は保守，盗難警報装置の取付け・修理又
は保守，家庭用電熱用品類及びその他の民生用電気機械器具の修理又は保守，配電用
又は制御用機械器具の修理又は保守，発電機又は電動機の修理又は保守，室内照明設
備その他の照明装置の修理又は保守，貯水槽の点検・保守又は修理，業務用食器乾燥
機・業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務用調理機械器具の修理又は保守，なべ類の
修理又は保守，ガス湯沸かし器の修理又は保守，加熱器・調理台・流し台の修理又は保
守，床洗浄機の修理又は保守，駐車用機械器具の修理又は保守，汚水排水管・排水槽の
点検・保守又は修理，飲料水給水配管の点検・保守又は修理，電話機の修理，家具の修
理，建具の修理又は調整，金庫の修理又は保守，時計の修理又は保守，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
槽がまの修理・保守又は清掃 家具・建具の掃除 汚水排水管・排水槽・ポンプ式貯水槽

179 原価企画士 通常 1997/3/11 1997-025163 拒絶査定 平成３年法 1

35 【35】経営の診断及び指導

180 健康管理士 通常 1997/3/17 1997-029151 拒絶査定 平成３年法 1

41 【41】体操の教授

181 対話士 通常 1997/3/19 1997-030068 2000/9/22 4418838 2010/9/22 平成３年法 1

41 【41】孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・
生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し、精神科による治療を要する者を除
く。）に対する、対話を通しての精神的な援助に関する知織の教授，孤独感・疎外感・孤立
感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ
等の悩みを有する者（但し、精神科による治療を要する者を除く。）に対する、対話を通して
の精神的な援助を行う人材の養成，孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂
しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し、精神
科による治療を要する人を除く。）に対する、対話を通しての精神的な援助に関する講演・

182 対話士 通常 1997/3/19 1997-030070 1999/7/30 4300291 2009/7/30 平成３年法 1

42 【42】孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・
生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し、精神科による治療を要する者を除
く。）に対する、対話を通しての精神的な援助，派遣による孤独感・疎外感・孤立感・喪失
感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩み
を有する者（但し、精神科による治療を要する者を除く。）に対する、対話を通しての精神的
な援助に関する調査又は研究及びそのコンサルティング

183 ビオトープ管理士
通常:
標準

1997/4/28 1997-111904 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】資格取得講座における教授

184 ビオトープ計画管理士
通常:
標準

1997/4/28 1997-111905 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】資格取得講座における教授

185 ビオトープ施工管理士
通常:
標準

1997/4/28 1997-111906 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】資格取得講座における教授

186 年金管理士 通常 1997/5/21 1997-118516 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】知識の教授

187
社団法人　全瓦連　瓦屋根診断
技士

通常 1997/8/4 1997-144441 1999/5/21 4275836 2009/5/21 平成８年法 1

37 【37】瓦屋根の点検・修理又は保守

188 時刻表博士 通常 1997/8/28 1997-152812 1999/4/23 4265606 2009/4/23 平成８年法 1

41 【41】検定試験の実施，通信教育講座の開講，書籍の制作，技芸・スポーツ又は知識の教
授

189 整体治療士 通常 1997/10/28 1997-171272 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】整体

190 建墓建塔学博士 通常 1997/12/24 1997-189619 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】お墓に関する知識の教授

191 建墓造塔学博士 通常 1997/12/24 1997-189620 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】お墓に関する知識の教授
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192 健康管理士 通常 1998/1/20 1998-003207 1999/6/18 4284656 2009/6/18 平成８年法 1

41 【41】予防医学及び健康管理に関する知識の教授

193 健康管理士 通常 1998/1/20 1998-003208 1999/6/11 4281889 2009/6/11 平成８年法 1

42 【42】栄養の指導

194 ストレス療法士
通常:
標準

1998/1/22 1998-003890 拒絶査定 平成８年法 1
42 【42】カイロプラクティックの施術，整体の施術，ブレイントリートメントの施術，健康サービス

195 消費税自動仕訳会計管理士 通常 1998/2/5 1998-008314 拒絶査定 平成８年法 2

35,41 【35】経営の診断及び指導，商品の販売に関する情報の提供，市場調査，財務書類の作成
 又は監査若しくは証明

【41】財務知識の教授，簿記の教授

196 衣料管理士
団体:
標準

1998/2/16 1998-011995 2000/9/14 4416872 2010/9/14 平成８年法 3
35,41,42  【35】繊維製品の開発・販売に関する指導及び助言

【41】繊維製品に関する知識の教授，消費者向け繊維製品に関するセミナーの企画・運営・
開催

197 繊維製品品質管理士
団体:
標準

1998/2/16 1998-011996 2000/9/22 4419419 2010/9/22 平成８年法 3
35,41,42  【35】繊維製品の開発・販売に関する指導及び助言

【41】消費者向け繊維製品に関するセミナーの企画・運営・開催，繊維製品に関する知識の
教授

198 足操術指導士 通常 1998/3/2 1998-016878 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又
は運営，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作，講演会・セミナーの企画・運営又
は開催，運動施設の提供，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，テレビ
ジョン受信機の貸与，ビデオカメラ又はビデオテープレコーダーの貸与，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，マッサージの教授

199 足操術指導士 通常 1998/3/2 1998-016879 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】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，美容，
理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，きゅう，はり，栄養の指導，衣服の
貸与，おしぼりの貸与，タオルの貸与，ベッドの貸与，その他の家具の貸与，敷物の貸与，
カーテンの貸与，壁掛けの貸与，装身具の貸与

200 発明士
通常:
標準

1998/3/4 1998-017652 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

201 睡眠診断士
通常:
標準

1998/4/16 1998-032410 1999/7/23 4297147 2009/7/23 平成８年法 1
41 【41】知識の教授

202 住宅診断士
通常:
標準

1998/4/20 1998-033573 2001/5/11 4473445 2011/5/11 平成８年法 1
36 【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の

代理又は媒介，建物の鑑定評価，建物の情報提供，建物の管理又は鑑定評価のための
住宅に関する調査

203 住宅診断士
通常:
標準

1998/4/20 1998-033574 2001/5/11 4473446 2011/5/11 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，土木一式工事，石工事，ガラス工事，鋼構造物工事，左官工事，大工
工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工事，とび・土工又はコンクリー
トの工事，内装仕上工事，塗装工事，防水工事，屋根工事，管工事，機械器具設置工事，
電気工事，熱絶縁工事，住宅の補修に関する診断及び指導，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，貯水槽の清掃，家具の修理，浴槽又は浴槽

204 学校心理士
通常:
標準

1998/4/21 1998-033953 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】教育心理学の教授，教育心理学の内外の交流あっせん，教育心理学に関する講演会
の企画・運営・開催，学校心理士の認定およびそれに関連する業務，学校心理士取得のた
めの指導，学校心理士取得のための講習会・セミナーの企画・運営・開催，その他学校心
理士の認定に関連する業務

205 学校臨床心理士
通常:
標準

1998/4/21 1998-033954 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】教育心理学の教授，教育心理学の内外の交流あっせん，教育心理学に関する講演会
の企画・運営・開催，学校臨床心理士の認定およびそれに関連する業務，学校臨床心理
士取得のための指導，学校臨床心理士取得のための講習会・セミナーの企画・運営・開
催，その他学校臨床心理士の認定に関連する業務

206 産業経営士
通常:
標準

1998/4/24 1998-035102 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

207 泥武士 通常 1998/4/23 1998-035190 1999/7/16 4294546 2009/7/16 平成８年法 1
42 【42】飲食物の提供

208 屋根管理士
通常:
標準

1998/4/28 1998-035896 1999/9/24 4316877 2009/9/24 平成８年法 4

35,37,41,42  【35】経営の診断及び指導，屋根工事会社に関する経営の診断及び指導・助言
【37】建築一式工事，石工事，ガラス工事，鋼構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れ
んが又はブロック工事，鉄筋工事，塗装工事，とび・土工又はコンクリート工事，内装仕上
工事，板金工事，防水工事，屋根工事，管工事，機械器具設置工事，電気工事，電気通信

 工事，熱絶縁工事，屋根工事に関する診断及び指導・助言
 【41】建築物に関する知識の教授，屋根に関する知識の教授

【42】建築物の設計，屋根の設計，屋根の設計に関する診断及び指導・助言

209 壁管理士
通常:
標準

1998/4/28 1998-035897 1999/10/1 4319392 2009/10/1 平成８年法 4

35,37,41,42  【35】外壁工事会社に関する経営の診断及び指導・助言，その他の経営の診断及び指導
【37】建築一式工事，石工事，ガラス工事，鋼構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れ
んが又はブロック工事，鉄筋工事，塗装工事，とび・土工又はコンクリート工事，内装仕上
工事，板金工事，防水工事，外壁工事，管工事，機械器具設置工事，電気工事，電気通信

 工事，熱絶縁工事，外壁工事に関する診断及び指導・助言
 【41】建築物の外壁に関する知識の教授，その他の建築物に関する知識の教授

【42】建築物の外壁の設計に関する診断及び指導・助言，その他の建築物・外壁の設計

210 家屋診断士
通常:
標準

1998/5/11 1998-038144 1999/11/26 4337802 2009/11/26 平成８年法 1
37 【37】屋根工事，内装仕上工事

211 建築材補修士 通常 1998/5/20 1998-041980 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築材補修（建築物の家具・建具・石材・木製部分の表面補修）
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212 労務管理士 通常 1998/5/26 1998-044429 拒絶査定 平成８年法 1

35 【35】経営の診断及び指導，労務管理に関する診断及び指導，労務管理に関する情報提供

213 環境管理士
通常:
標準

1998/6/11 1998-049460 拒絶査定 平成８年法 2
16,41  【16】印刷物

【41】環境管理に関する知識の教授

214 斜面安定技士
通常:
標準

1998/6/15 1998-049644 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】土木・建築に関する技術の指導・教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，土

木・建築に関する講習会・セミナーの企画・運営又は開催，その他の講習会・セミナーの企
画・運営又は開催

215 ムダとり博士
通常:
標準

1998/6/19 1998-052362 1999/8/13 4306143 2009/8/13 平成８年法 1
41 【41】技芸・スポーツ又は経営能力開発及びその他の知識の教授，経済・経営・人事・生活

に関する講演会及び研修会の企画・運営及び開催

216 日本綜合医学会食養指導士
通常:
標準

1998/6/24 1998-053629 1999/12/24 4348217 2009/12/24 平成８年法 1
41 【41】食を基本とした綜合医学的立場からの養生、健康、生活指導の知識の教授

217 環境士
通常:
標準

1998/7/6 1998-057301 拒絶査定 平成８年法 2
16,41  【16】印刷物

【41】環境に関する知識の教授

218 日本伝統文化士
通常:
標準

1998/7/13 1998-058683 1999/11/19 4335427 2009/11/19 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，ゴルフの興行の企画・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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営
又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，映
写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキ
ンダイビング用具の貸与，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，おもちゃの貸与，

219 日本文化士
通常:
標準

1998/7/13 1998-058684 1999/11/19 4335428 2009/11/19 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，ゴルフの興行の企画・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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営
又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，映
写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキ
ンダイビング用具の貸与，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，おもちゃの貸与，

220 文化士
通常:
標準

1998/7/13 1998-058685 1999/11/19 4335429 2009/11/19 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，ゴルフの興行の企画・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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営
又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，映
写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキ
ンダイビング用具の貸与，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，おもちゃの貸与，

221 日本文化学士
通常:
標準

1998/7/13 1998-058689 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，ゴルフの興行の企画・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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営
又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，映
写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキ
ンダイビング用具の貸与，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，おもちゃの貸与，

222 文化学士
通常:
標準

1998/7/13 1998-058690 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，ゴルフの興行の企画・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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営
又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，映
写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキ
ンダイビング用具の貸与，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，おもちゃの貸与，

223 ホーム診断士
通常:
標準

1998/7/16 1998-061052 拒絶査定 平成８年法 1
42 【42】家屋の補修に関する診断及び指導，庭園の設計，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の

植樹，肥料の散布，建築物の設計，測量，地質の調査

224 カギプロ防犯士 通常 1998/9/4 1998-075281 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】機械器具設置工事
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225 フリーフレーム技士 通常 1998/9/16 1998-079358 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】建築物の設計，測量，地質の調査，デザインの考案，電子計算器のプログラムの設
計・作成又は保守，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する研究，電気に
関する試験又は研究，土木に関する試験，又は研究

226 育　毛　診　断　士
通常:
標準

1998/9/19 1998-080262 拒絶査定 平成８年法 14

03,05,10,14,21,22,2
6,29,30,31,32,33,41,
42

【03】せっけん類，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，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接

 着剤，歯磨，研磨紙，研磨布
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，包帯，衛生マスク，オブラート，ガー
ゼ，カプセル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生
理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，絆創膏，包帯

 液，防虫紙
【10】医療用機械器具，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，ス
ポイト，乳首，デンタルフロス，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サッ
ク，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），耳栓，医療

 用手袋，耳かき，家庭用電気マッサージ器，しびん，病人用便器
【14】貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出
し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶・
水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及
び財布，貴金属製喫煙用具，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，記

 念カップ，記念たて
【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），鍋類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製
のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），アイスペール，泡立て
器，魚ぐし，携帯用アイスボックス，こし器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴
金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキン
リング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のも
のを除く。），米びつ，ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひ
き，じょうご，食品保存用ガラス瓶，水筒，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト
取り分け用へら 箸 鍋敷き 箸箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 よう

227 植　毛　診　断　士
通常:
標準

1998/9/19 1998-080263 拒絶査定 平成８年法 4

22,26,41,42 【22】原料繊維，編みひも，真田ひも，のり付けひも，よりひも，綱類，網類（金属製又は石
綿製のものを除く。），衣服綿，布製包装用容器，わら製包装用容器，ターポリン，帆，天
幕，日よけ，よしず，ザイル，登山用又はキャンプ用のテント，靴用ろう引き縫糸，おがくず，
カポック，かんなくず，木毛，もみがら，ろうくず，牛毛，人毛，たぬきの毛，豚毛（ブラシ用の

 ものを除く。），羽，馬毛，雨覆い，日覆い
【26】頭飾品，入れ毛，髪しん，髪止め，つけかつら（全頭用及び部分用を含む。），つけあ
ごひげ，つけ口ひげ，増毛用の人毛並びに獣毛及び人工毛髪，人工植毛用の人毛並びに

 獣毛及び人工毛髪，かつら及びその他増毛製品の修理・補強用の人毛及び人工毛髪
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，植物の供覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，
放送番組の制作，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提
供，映写機及びその附属品の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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
【42】宿泊並びに健康増進施設の提供，宿泊並びに健康増進施設の提供の契約の媒介又
は取次ぎ，飲食物の提供，育毛の指導並びに施術，健康のための指導並びに施術・増毛
の施術・毛髪診断・毛髪分析，美容，理容，入浴施設の提供，写真の撮影，オフセット印
刷，グラビア印刷，スクリーン印刷，石版印刷，凸版印刷，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，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，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，農業・畜産又は水産に関す
る試験・検査又は研究，工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事
件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続の代理，著作権並びに工業所有
権等の知的所有権の管理並びに利用に関する契約の代理又は媒介，通訳，翻訳，あん
摩・マッサージ及び指圧，きゅう，柔道整復，はり，医業，健康診断，歯科医業，調剤，栄養
の指導，老人の養護，衣服の貸与，植木の貸与，計測器の貸与，コンバインの貸与，自動
販売機の貸与，超音波診断装置の貸与，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気テープその他の周辺機器を含む ）の貸与 布団の

228 義士
通常:
標準

1998/9/18 1998-080389 1999/10/15 4325709 2009/10/15 平成８年法 1
42 【42】飲食物の提供

229 ￥ｓｈｏｐ∞武富士 通常 1998/9/22 1998-080644 1999/11/26 4337807 2009/11/26 平成８年法 1

36 【36】資金の貸付け及び手形の割引，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，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
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230 ￥ｓｈｏｐ∞武富士 通常 1998/9/22 1998-080645 1999/11/26 4337808 2009/11/26 平成８年法 1

36 【36】資金の貸付け及び手形の割引，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，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

231 生涯学習士
通常:
標準

1998/10/13 1998-087293 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，
当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施
設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，
楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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

232 生涯学習診断士
通常:
標準

1998/10/13 1998-087294 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，
当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施
設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，
楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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

233 論理療法士
通常:
標準

1998/10/15 1998-088755 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】論理療法の教授，論理療法によるカウンセリング技法の教授，論理療法の民間資格

講座における教授，論理療法の研修会の企画，運営又は開催

234 ブロック塀診断士
通常:
標準

1998/10/19 1998-088904 拒絶査定 平成８年法 1
42 【42】１３．建築物の設計，調査，測量，地質の調査

235 日本文化博士
通常:
標準

1998/10/22 1998-090284 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，
当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施
設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，
楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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滋気テープの貸与，録画済
み磁気テープの貸与，おもちやの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与

236 生涯学習博士
通常:
標準

1998/10/22 1998-090285 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，
当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施
設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，
楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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滋気テープの貸与，録画済
み磁気テープの貸与，おもちやの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与

237 床下環境診断士 通常 1998/10/21 1998-090967 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】液体及び土の化学的又は物理的処理の分野に関する助言

238 こころ学心理臨床士
通常:
標準

1998/10/26 1998-092219 拒絶査定 平成８年法 2
41,42  【41】心理分析法および心理診断法の教授

【42】心理相談
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239 日本代協認定保険代理士 通常 1998/11/4 1998-094656 2000/7/21 4401145 2010/7/21 平成８年法 1

36 【36】保険に関する助言・相談，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保
険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算
出，保険情報の提供，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積
金の受入れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引
受け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の
保護預かり，両替，金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくは
その定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国
為替取引，信用状に関する業務，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，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いの代理，建物の管理，建物の
貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は
土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，
土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評
価，宝玉の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，プリペイドカードの発行，
その他の前払式証票の発行 ガス料金又は電気料金の支払いの取次ぎ ガス料金又は

240 保険代理士 通常 1998/11/4 1998-094657 拒絶査定 平成８年法 1

36 【36】保険に関する助言・相談，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保
険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算
出，保険情報の提供，預金の受入れ（債権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・金銭債券・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，債権の募集の受託，外国
為替取引，信用状に関する業務，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券
オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取
引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証
券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び
外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の
売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場
における先物取引の受託，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物
の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸
借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評価，当せん金付証票の発売，
企業の信用に関する調査，慈善のための募金，前払式証票の発行（「プリペイドカードの発
行」） ガス料金又は電気料金の支払いの代行 ガス料金又は電気料金の徴収の代行 商

241 中小企業助成士 通常 1998/11/13 1998-098151 拒絶査定 平成８年法 1

35 【35】事業の管理及び組織に関する助言

242 危機管理士 通常 1998/11/17 1998-099173 出願取下 平成８年法 1

35 【35】経営の診断及び指導

243 ヘルスファーム頭髪予報士 通常 1998/11/20 1998-100049 2000/9/1 4413614 2010/9/1 平成８年法 1

42 【42】被験者の毛髪及び頭皮における育毛状況もしくは抜け毛状況あるいは白髪状況又は
脱毛・禿頭等の諸症状の診断と前記診断に基づく被験者の毛髪及び頭皮の将来の症状の
予測診断，抜け毛予防もしくは黒髪再生を図るため又は育毛促進のために被験者に対し
て頭皮を蒸し浴するための入浴施設の提供，抜け毛予防もしくは黒髪再生を図るため又は
育毛促進のために毛髪及び頭皮に関連する温泉水・医療品・化粧品又は食品の試験・検
査又は研究，美容，理容，カイロプラクティック，あん摩・マッサージ及び指圧，きゅう，柔道
整復，はり，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，写真の撮影，オフセット印刷，グラビア印刷，スクリーン印刷，石版印刷，凸版印刷，気
象情報の提供，求人情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，婚礼（結
婚披露を含む。）のための施設の提供，葬儀の執行，墓地又は納骨堂の提供，一般廃棄
物の収集及び分別，産業廃棄物の収集及び分別，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。），建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）
又はこれらにより構成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機・自動車その他そ
の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要と
する機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気
に関する試験又は研究，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，通訳，翻訳，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，栄養
の指導，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，編み機の貸与，ミシンの貸与，衣服
の貸与，植木の貸与，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，会議室
の貸与，展示施設の貸与，カメラの貸与，光学機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，
鉱山機械器具の貸与 計測器の貸与 コンバインの貸与 祭壇の貸与 自動販売機の貸

244 経営危機管理士 通常 1998/11/24 1998-100949 1999/6/4 4280396 2009/6/4 平成８年法 1

35 【35】経営の診断及び指導
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245 生活指導士
通常:
標準

1998/11/26 1998-101402 2000/5/12 4380950 2010/5/12 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，講演会の企画・運営又は開催，
映画・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，ゴルフの興行の企画・運営
又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行の企画・運営又は開催，競
馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型
自動車競走の企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジ
オの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附
属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用
具の貸与，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，おもちゃの貸与，遊園地用機械

246 分析化学士
通常:
標準

1998/12/14 1998-107177 拒絶査定 平成８年法 2
16,41  【16】印刷物

【41】分析化学に関する知識と技術の教授

247 ジュニア博士
通常:
標準

1998/12/17 1998-108223 2000/3/17 4369348 2010/3/17 平成８年法 1
41 【41】学習塾における教授

248 足と靴健康士 通常 1998/12/22 1998-109994 2000/8/18 4410071 2010/8/18 平成８年法 3

25,41,42 【25】靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），靴合わせく
ぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，運動用特殊靴（「乗馬靴」を

 除く。），乗馬靴，被服，運動用特殊衣服
【41】足及び靴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，図書及び
記録の供覧，運動施設の提供，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
【42】足のエステティック及び美容，その他の美容，理容，足及び靴に関する研究・調査又
は指導，足及び靴の研究・調査に関する情報の提供，入浴施設の提供，写真の撮影，オフ
セット印刷，グラビア印刷，スクリーン印刷，石版印刷，凸版印刷，電子計算機のプログラ
ムの設計・作成又は保守，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，あん摩・マッ
サージ及び指圧，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，会議室の貸与，展示施設の貸与，超音波診断装置の貸与，電子計算
機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁
気テープその他の周辺機器を含む。）の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸

249 経営危機管理士 通常 1999/1/22 1999-005267 1999/6/4 4280397 2009/6/4 平成８年法 2

36,41  【36】生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理
【41】企業経営に関する知識の教授，企業経営の危機管理に関する知識の教授

250 床下診断士
通常:
標準

1999/1/28 1999-007009 2001/5/11 4473845 2011/5/11 平成８年法 1
37 【37】床下工事，改修工事，給排水・衛生設備工事，建築一式工事の媒介・取次，建物の増

築・改築・修繕の工事，建築一式工事，大工工事，鉄筋工事，とび・土工又はコンクリートの
工事，管工事，熱絶縁工事，建築工事に関する助言，暖冷房装置の修理又は保守，発電

251 床下診断士
通常:
標準

1999/1/28 1999-007010 2001/8/10 4498256 2011/8/10 平成８年法 1
37 【37】床下の補修に関する診断及び指導

252 水まわり診断士
通常:
標準

1999/2/1 1999-007124 2000/11/2 4429328 2010/11/2 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，土木一式工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの
工事，内装仕上工事，管工事，照明用器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保
守，ボイラーの修理又は保守，ガス湯沸かし器の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修
理，浴槽類の修理又は保守，浴槽又は浴槽がまの清掃，便器・便槽又は浄化槽の修理又

253 住まいの水まわり診断士
通常:
標準

1999/2/1 1999-007125 2000/11/2 4429329 2010/11/2 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，土木一式工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの
工事，内装仕上工事，管工事，照明用器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保
守，ボイラーの修理又は保守，ガス湯沸かし器の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修
理，浴槽類の修理又は保守，浴槽又は浴槽がまの清掃，便器・便槽又は浄化槽の修理又

254 水まわり健康診断士
通常:
標準

1999/2/1 1999-007126 2000/11/2 4429330 2010/11/2 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，土木一式工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの
工事，内装仕上工事，管工事，照明用器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保
守，ボイラーの修理又は保守，ガス湯沸かし器の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修
理，浴槽類の修理又は保守，浴槽又は浴槽がまの清掃，便器・便槽又は浄化槽の修理又

255 経営危機分析管理士 通常 1999/1/28 1999-007716 2000/3/10 4366724 2010/3/10 平成８年法 1

35 【35】経営の診断及び指導

256
社団法人全瓦連瓦屋根診断技
士

通常 1999/2/8 1999-009557 2000/9/8 4415934 2010/9/8 平成８年法 1

41 【41】瓦屋根の点検及び工事に関する知識及び技能の教授，瓦屋根の点検及び工事に関
する知識・技能の認定・検定試験の実施，瓦屋根の点検及び工事に関する資格の認定

257

危機管理士＼経営危機分析士
＼経営危機調査士＼経営危機
査定士＼経営危機診断士＼経
営危機鑑定士＼経営危機検査

通常 1999/2/4 1999-009641 拒絶査定 平成８年法 3

35,36,41  【35】経営の診断及び指導
 【36】生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理

【41】企業経営に関する知識の教授，企業経営の危機管理に関する知識の教授

258

経営危機分析管理士＼経営危
機分析診断士＼経営危機分析
検査士＼経営危機分析査定士
＼経営危機分析鑑定士＼経営
危機調査分析士＼経営危機調

通常 1999/2/4 1999-009642 拒絶査定 平成８年法 3

35,36,41  【35】経営の診断及び指導
 【36】生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理

【41】企業経営に関する知識の教授，企業経営の危機管理に関する知識の教授

259

企業危機管理士＼企業危機分
析士＼企業危機調査士＼企業
危機査定士＼企業危機診断士
＼企業危機鑑定士＼企業危機

通常 1999/2/4 1999-009643 拒絶査定 平成８年法 3

35,36,41  【35】経営の診断及び指導
 【36】生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理

【41】企業経営に関する知識の教授，企業経営の危機管理に関する知識の教授
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260

企業危機分析管理士＼企業危
機分析診断士＼企業危機分析
検査士＼企業危機分析査定士
＼企業危機分析鑑定士＼企業
危機調査分析士＼企業危機調

通常 1999/2/4 1999-009644 拒絶査定 平成８年法 3

35,36,41  【35】経営の診断及び指導
 【36】生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理

【41】企業経営に関する知識の教授，企業経営の危機管理に関する知識の教授

261 経営管理士＼企業管理士 通常 1999/2/4 1999-009646 拒絶査定 平成８年法 2

36,41  【36】生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理
【41】企業経営に関する知識の教授，企業経営の危機管理に関する知識の教授

262 運動療法士
通常:
標準

1999/2/15 1999-012539 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】学習塾における教授，国家資格取得講座における教授，健康づくりの教授，スポーツ
トレーニングの教授，マッサージの教授，人体解剖学の教授，整体の教授，カイロプラク
ティックの教授，運動生理学の教授，運動医学の教授，メンタルトレーニング論の教授，ス
ポーツトレーニング論の教授，栄養学の教授，スポーツ障害の教授

263 運動療法士
通常:
標準

1999/2/15 1999-012540 拒絶査定 平成８年法 1
42 【42】あん摩，マッサージ及び指圧，きゅう，柔道整復，はり，カイロプラクテック，医業，健康

診断，歯科医業，調剤

264 公認日本経営診断士
通常:
標準

1999/2/17 1999-013624
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法 1
35 【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供

265 福祉住宅士
通常:
標準

1999/3/12 1999-021590 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

266 介護保険事務士
通常:
標準

1999/4/7 1999-030651 拒絶査定 平成８年法 2

35,41 【35】医療機関における医療事務，医療事務の代行，広告，トレーディングスタンプの発行，
経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関す
る事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子計算
機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気テープ
のファイリング，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライ

 ター・複写機及びワードプロセッサの貸与
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，
当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施
設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，
楽器の貸与 スキー用具の貸与 スキンダイビング用具の貸与 テレビジョン受信機の貸

267 医療保険事務士
通常:
標準

1999/4/7 1999-030652 拒絶査定 平成８年法 2

35,41 【35】医療機関における医療事務，医療事務の代行，広告，トレーディングスタンプの発行，
経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関す
る事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子計算
機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気テープ
のファイリング，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライ

 ター・複写機及びワードプロセッサの貸与
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，
当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施
設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，
楽器の貸与 スキー用具の貸与 スキンダイビング用具の貸与 テレビジョン受信機の貸

268 経審診断士 通常 1999/4/7 1999-031015 2000/6/23 4394762 2010/6/23 平成８年法 1

35 【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の
管理

269 経営審査診断士 通常 1999/4/7 1999-031017 拒絶査定 平成８年法 1

35 【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の
管理

270 指紋鑑定士
通常:
標準

1999/4/13 1999-032606 拒絶査定 平成８年法 1
42 【42】指紋による個人の特定，指紋の認識及び管理

271 感染症予防管理士
通常:
標準

1999/4/16 1999-034073 拒絶査定 平成８年法 1
37 【37】有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），電話機の消毒，建築物

の消毒，床磨き，厨房の洗浄，防鼠工事，防虫工事，床敷物の清掃，床磨き，雑排水槽の
清掃

272 屋根点検士
通常:
標準

1999/4/19 1999-035108 拒絶査定 平成８年法 2
16,37  【16】印刷物

【37】屋根の点検及び検査

273 屋根検査士
通常:
標準

1999/4/19 1999-035109 拒絶査定 平成８年法 2
16,37  【16】印刷物

【37】屋根の点検及び検査
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274 財務相談士 通常 1999/5/19 1999-043877 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】財務に関する知識の教授，年金に関する知識の教授，株式に関する知識の教授，生
涯生活設計に関する知識の教授，資金運用に関する知識の教授，セミナーの開催

275 ビジネス書法士
通常:
標準

1999/5/21 1999-043998 2001/4/6 4464556 2011/4/6 平成８年法 1
41 【41】技芸又は知識の教授

276 住まいの外まわり診断士
通常:
標準

1999/5/21 1999-044141 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築設備の運転，船舶の建造，船舶の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転
車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は
整備，育雛器の修理又は保守，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，映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，化学
機械器具の修理又は保守，火災報知器の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の
修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，牛
乳ろ過器の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修
理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴
製造機械の修理又は保守，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く）の修理又は
保守，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，蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守，自動販売機の
修理又は保守，銃砲の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，照明用器具の修理又
は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，事務用機械器具の修
理又は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の
修理又は保守，潜水用機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，たばこ
製造機械の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイ
ラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，貯蔵槽類
の修理又は保守，電気通信機械器具（電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除
く）の修理又は保守，電話機の修理，ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理，電子計
算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクそ
の他の周辺機器を含む）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

277 住まいのお部屋まわり診断士
通常:
標準

1999/5/21 1999-044142 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築設備の運転，船舶の建造，船舶の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転
車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は
整備，育雛器の修理又は保守，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，映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，化学
機械器具の修理又は保守，火災報知器の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の
修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，牛
乳ろ過器の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修
理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴
製造機械の修理又は保守，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く）の修理又は
保守，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，蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守，自動販売機の
修理又は保守，銃砲の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，照明用器具の修理又
は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，事務用機械器具の修
理又は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の
修理又は保守，潜水用機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，たばこ
製造機械の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイ
ラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，貯蔵槽類
の修理又は保守，電気通信機械器具（電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除
く）の修理又は保守，電話機の修理，ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理，電子計
算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクそ
の他の周辺機器を含む）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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved. URL:http://www.tm-library.com/ 28／87



○○士商標（役務限定）.xls 2006/5/19

No. 商標（見本） 商標 種別 出願日 出願番号 登録日 登録番号 満了日 終処分 法区分 区分数 区分 指定商品・役務

278 外まわり診断士
通常:
標準

1999/5/21 1999-044143 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築設備の運転，船舶の建造，船舶の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転
車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は
整備，育雛器の修理又は保守，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，映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，化学
機械器具の修理又は保守，火災報知器の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の
修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，牛
乳ろ過器の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修
理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴
製造機械の修理又は保守，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く）の修理又は
保守，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，蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守，自動販売機の
修理又は保守，銃砲の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，照明用器具の修理又
は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，事務用機械器具の修
理又は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の
修理又は保守，潜水用機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，たばこ
製造機械の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイ
ラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，貯蔵槽類
の修理又は保守，電気通信機械器具（電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除
く）の修理又は保守，電話機の修理，ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理，電子計
算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクそ
の他の周辺機器を含む）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

279 お部屋まわり診断士
通常:
標準

1999/5/21 1999-044144 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築設備の運転，船舶の建造，船舶の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転
車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は
整備，育雛器の修理又は保守，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，映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，化学
機械器具の修理又は保守，火災報知器の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の
修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，牛
乳ろ過器の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修
理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴
製造機械の修理又は保守，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く）の修理又は
保守，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，蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守，自動販売機の
修理又は保守，銃砲の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，照明用器具の修理又
は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，事務用機械器具の修
理又は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の
修理又は保守，潜水用機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，たばこ
製造機械の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイ
ラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，貯蔵槽類
の修理又は保守，電気通信機械器具（電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除
く）の修理又は保守，電話機の修理，ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理，電子計
算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクそ
の他の周辺機器を含む）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

280 育児士
通常:
標準

1999/5/19 1999-044400 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】育児に関する研究会及び講演会の企画・運営又は開催，老人の介護及び機能回復
訓練指導に関する研究会及び講演会の企画・運営又は開催，子供の健全な成長を助ける
活動の企画又は運営，子供の健全な成長に関するセミナーの企画・運営又は開催，育児
の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，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，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，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，興行場の座席の手配，映写機及びその附
属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用
具の貸与，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 おもちゃの貸与 遊園地用機械

281 業績改善士＼経営業績改善士 通常 1999/6/1 1999-048632 出願取下 平成８年法 3

35,36,41  【35】経営の診断及び指導
 【36】生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理

【41】企業経営に関する知識の教授

282 色彩心理士
通常:
標準

1999/6/7 1999-050609 拒絶査定 平成８年法 2
41,42  【41】色彩を用いた心理分析法および心理診断の教授

【42】色彩を用いた心理相談

283 家屋点検士
通常:
標準

1999/6/11 1999-052009 拒絶査定 平成８年法 1

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

284 手打うどん　博士 通常 1999/6/21 1999-055016 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】うどん又はそばの提供
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285 塗装診断士
通常:
標準

1999/7/8 1999-061331 拒絶査定 平成８年法 2
16,42  【16】雑誌，新聞

【42】塗装に関する診断及び指導

286 建墓建塔士 通常 1999/7/15 1999-064335 2000/9/1 4413068 2010/9/1 平成８年法 1

41 【41】お墓に関する知識の教授

287 建墓造塔士 通常 1999/7/15 1999-064336 2000/9/1 4413069 2010/9/1 平成８年法 1

41 【41】お墓に関する知識の教授

288 科学営業士
通常:
標準

1999/7/19 1999-064882 拒絶査定 平成８年法 2
35,41  【35】経営診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（科学的営業技能の検定試験・科学的営業技能の教
授・科学的営業技能の質の証明を含む）

289 経営実務管理士 通常 1999/7/30 1999-068945 拒絶査定 平成８年法 2

35,41  【35】経営の診断及び指導
【41】企業経営に関する知識の教授

290 武富士
通常:
標準

1999/8/6 1999-071234 出願取下 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，庭園の供覧，洞窟の供
覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，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，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行
の企画・運営又は開催，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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，
当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施
設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，
おもちゃの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，テレビ
ジョン受信機の貸与，図書の貸与，ラジオ受信機の貸与，レコード又は録音済み磁気テー
プの貸与，録画済み磁気テープの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与

291 工務店経営士 通常 1999/9/7 1999-080119 2001/6/22 4483629 2011/6/22 平成８年法 2

35,41  【35】経営の診断及び指導
【41】技芸，スポーツ又は知識の教授

292 写真撮影技士 通常 1999/9/20 1999-084928 拒絶査定 平成８年法 1

40 【40】ビデオテープの編集および複製，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，写真の現像用・焼付き用・引き伸ばし用又は仕上げ用の
機械器具の貸与

293 写真撮影技士 通常 1999/9/20 1999-084929 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】カメラ及びビデオカメラによる撮影技術又は知識の教授及び指導，図書及び記録の供
覧，講演会の企画・運営又は開催，映画・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は
開催，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，音響用又は映像用のスタジオの提供，興行場の座席の手配，映写機及び
その付属品の貸与，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープ
の貸与 録画済み磁気テ プの貸与

294 写真撮影技士 通常 1999/9/20 1999-084930 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】カメラ・ビデオカメラによる撮影，カメラ・ビデオカメラの性能・操作方法等に関する紹介
及び説明，カメラ・ビデオカメラの貸与，光学機械器具の貸与，測量，個人の身元又は行動
に関する調査

295 エコ博士
通常:
標準

1999/9/28 1999-086839 2000/11/24 4434276 2010/11/24 平成８年法 1

36 【36】有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言，投資一任契約に基づく投資，証券投資
信託受益証券の発行・募集・売出し，証券投資信託に係る信託財産の収益分配金・償環金
及び解約金の支払い，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
取引などに関する投資助言・情報の提供，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

296 提案営業士
通常:
標準

1999/10/5 1999-090160 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（提案営業技能の検定試験・提案営業技能の教授・提

案営業技能の質の証明を含む）
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297 サービス介助士 通常 1999/11/10 1999-101949 2001/8/31 4502266 2011/8/31 平成８年法 1

41 【41】介助者育成のための教育及び訓練，介助に関する技術の検定

298 美容福祉士
通常:
標準

1999/11/15 1999-103552 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

299 バリアフリー診断士 通常 1999/11/26 1999-108572 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事・建築物の修繕・増改築又は改装工事及びこれらに関する情報の提
供・点検・診断・助言・指導

300 バリアフリー診断士 通常 1999/11/26 1999-108573 2001/8/10 4497659 2011/8/10 平成８年法 1

42 【42】建築物の安全性に関する調査・研究・相談・診断・指導，建築物の設計，インテリアデ
ザインの考案，アウテリアデザインの考案及びこれらに関する研究・相談・診断・指導

301 色彩士
通常:
標準

1999/11/26 1999-108643 拒絶査定 平成８年法 3

09,16,41 【09】録音済み磁気カード・磁気シート・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクト
ディスク及び磁気テープ，録画済みビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディス
ク・コンパクトディスク及びビデオテープ，電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回

 路・コンパクトディスク・磁気ディスクその他の電子応用機械器具
 【16】印刷物，文房具類（「昆虫採集用具」を除く。）

【41】色彩に関する能力の検定及び資格の認定・資格の付与，色彩に関する資格取得のた
めの講座における教授，色彩知識に関する講座における教授，色彩検定試験の企画及び
実施，資格試験情報の提供，資格試験問題の作成・採点及び添削指導，色彩の検定試験
に関するセミナーの企画・運営又は開催

302 木造住宅耐震診断士 通常 1999/12/14 1999-113891 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，左官工事，大工工事，内装仕上工事，屋根工事

303 防災監理士 通常 1999/12/22 1999-118141 出願取下 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の
知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の検定試験・防災専門知
識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導
知識及び技能の教授・防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・
救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の質の証明を含む。），防災及び災害に
関する情報の提供，動物の調教，図書及び記録の供覧，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，映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジ
オ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気

304 防災業務士 通常 1999/12/22 1999-118142 出願取下 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の
知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の検定試験・防災専門知
識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導
知識及び技能の教授・防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・
救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の質の証明を含む。），防災及び災害に
関する情報の提供，動物の調教，図書及び記録の供覧，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，映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジ
オ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気

305 防災士 通常 1999/12/22 1999-118143 出願取下 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の
知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の検定試験・防災専門知
識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導
知識及び技能の教授・防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・
救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の質の証明を含む。），防災及び災害に
関する情報の提供，動物の調教，図書及び記録の供覧，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，映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジ
オ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気

306 古美術鑑定士
通常:
標準

2000/1/17 2000-008658 拒絶査定 平成８年法 1
36 【36】骨董品・美術品の鑑定

307 防災労務士 通常 2000/2/8 2000-009478 出願取下 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポ－ツ又は知識の教授（防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の
知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の検定試験，防災専門知
識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導
知識及び技能の教授，防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・
救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の質の証明を含む。），防災及び災害に
関する情報の提供，動物の調教，図書及び記録の供覧，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，映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジ
オ受信機の貸与，図書の貸与，レコ－ド又は録音済み磁気テ－プの貸与，録画済み磁気

308 インターネット行政書士
通常:
標準

2000/2/8 2000-018708 拒絶査定 平成８年法 1
42 【42】工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事件その他に関する

法律事務，登記又は供託に関する手続の代理
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309 長寿料理士
通常:
標準

2000/3/2 2000-019415 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，研究用教材に関する情報の提供及びその仲介，セミ

ナーの企画・運営または開催

310 環境リサイクル管理士 通常 2000/3/14 2000-024704 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】環境及び環境に貢献しようとする法人・個人・団体・政府系機関等に関する調査・研
究・診断・指導及びこれらの情報の提供，環境及び環境リサイクルに関する出版物の企
画・編集及び出版に関する指導・編集，気象情報の提供，一般廃棄物の収集及び分別，産
業廃棄物の収集及び分別，建築物の設計，測量，地質の調査，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・装置若しくは器
具（これらの部品を含む）又はこれらにより構成される設備の設計，デザインの考案，電子
計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知
識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計
算機のプログラムの設計・作成又は保守，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研

311 地盤鑑定士
通常:
標準

2000/3/24 2000-029578 拒絶査定 平成８年法 1
42 【42】地質・地盤一般に関する情報の提供，地質・地盤の調査・分析，インターネットによる

地質・地盤一般に関する情報の提供，インターネットによる地質・地盤の調査および分析の
情報の提供

312 景観技術士
通常:
標準

2000/3/24 2000-029579 拒絶査定 平成８年法 1
42 【42】地質・地盤一般に関する情報の提供，地質・地盤の調査・分析，インターネットによる

地質・地盤一般に関する情報の提供，インターネットによる地質・地盤の調査および分析の
情報の提供

313 地盤診断士
通常:
標準

2000/3/24 2000-029580 拒絶査定 平成８年法 1
42 【42】地質・地盤一般に関する情報の提供，地質・地盤の調査・分析，インターネットによる

地質・地盤一般に関する情報の提供，インターネットによる地質・地盤の調査および分析の
情報の提供

314 福祉整体士
通常:
標準

2000/3/6 2000-031229 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】介護職員の育成

315 顧客満足度調査士 通常 2000/3/10 2000-033467 拒絶査定 平成８年法 1

35 【35】市場調査

316 環境リサイクル士 通常 2000/4/7 2000-036474 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】環境及び環境に貢献しようとする法人・個人・団体・政府系機関等に関する調査・研
究・診断・指導及びこれらの情報の提供，環境及び環境リサイクルに関する出版物の企
画・編集及び出版に関する指導・編集，気象情報の提供，一般廃棄物の収集及び分別，産
業廃棄物の収集及び分別，建築物の設計，測量，地質の調査，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・装置若しくは器
具（これらの部品を含む）又はこれらにより構成される設備の設計，デザインの考案，電子
計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知
識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計
算機のプログラムの設計・作成又は保守，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研

317 気候・風土設計士 通常 2000/3/21 2000-036670 2001/4/6 4464270 2011/4/6 平成８年法 2

16,41  【16】印刷物
【41】技芸、スポーツ又は知識の教授

318 ワンチャン・ネコチャンの供養士 通常 2000/4/10 2000-037847 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】愛玩動物の供養の仕方に関する知識の教授，愛玩動物の供養の仕方に関する知識
の教授のためのセミナーの企画・運営又は開催，愛玩動物の供養に関する情報の提供

319 ペット供養士
通常:
標準

2000/4/10 2000-037848 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】愛玩動物の供養の仕方に関する知識の教授，愛玩動物の供養の仕方に関する知識
の教授のためのセミナーの企画・運営又は開催，愛玩動物の供養に関する情報の提供

320 肥満管理士 通常 2000/3/21 2000-037952 拒絶査定 平成８年法 2

41,42 【41】肥満の原理、及びダイエットの知識、肥満と生活習慣病との関係、健康管理に関する
 教授。

【42】栄養の指導

321 ＴＮＣ調査士
通常:
標準

2000/4/11 2000-038228 拒絶査定 平成８年法 3

35,36,42 【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の
 管理

 【36】企業の信用に関する調査
【42】個人の身元又は行動に関する調査

322 ＴＮＣ情報調査士
通常:
標準

2000/4/11 2000-038229 拒絶査定 平成８年法 3

35,36,42 【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の
 管理

 【36】企業の信用に関する調査
【42】個人の身元又は行動に関する調査

323 食養士
通常:
標準

2000/4/13 2000-039187
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法 1

41 【41】健康自然食品や栄養補助食品についての知識の指導・助言・教授
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324 管理食養士
通常:
標準

2000/4/13 2000-039190
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法 1

41 【41】健康自然食品や栄養補助食品についての知識の指導・助言・教授

325 介護計画設計士
通常:
標準

2000/3/23 2000-039655 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】老人の養護，栄養の指導

326 ライフスタイル生活建築士
通常:
標準

2000/4/14 2000-039855 拒絶査定 平成８年法 3

16,41,42 【16】紙類，衛生手ふき，型紙，紙製タオル，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプキン，
紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製ブラインド，紙製幼児用おしめ，裁

 縫用チャコ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，遊戯用カード，文房具類
【41】技芸，スポーツ又は知識の教授，植物の供覧，庭園の供覧，洞窟の供覧，動物の供
覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，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，当せん金付証票の発売，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映写
機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，おもちゃの貸与，楽器の貸与，スキー用
具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，図書の貸与，ラジオ
受信機の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，遊

 園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与
【42】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，美容，
理容，入浴施設の提供，写真の撮影，オフセット印刷，グラビア印刷，スクリーン印刷，石
版印刷，凸版印刷，医療情報の提供，気象情報の提供，求人情報の提供，結婚又は交際
を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，葬儀の執
行，墓地又は納骨堂の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，機
械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらにより構成される設備の設計，建
築物の設計，測量，地質の調査，デザインの考案，電子計算機・自動車その他その用途に
応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械
の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機のプログラムの設計・作成又は
保守，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究 通訳 翻訳 施設の警備 身辺の警備 あん摩 マッサージ及び指圧 医業 栄養の指

327 エコハウス設計管理士
通常:
標準

2000/4/17 2000-040758 2001/7/13 4490791 2011/7/13 平成８年法 1
42 【42】建築物の設計，測量，デザインの考案，建築又は都市計画に関する研究，公害の防

止に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究

328 リフォーム施工技士
通常:
標準

2000/4/26 2000-044623 拒絶査定 平成８年法 1

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

329 薬膳調理士 通常 2000/4/12 2000-049248 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】料理の教授

330 リフォーム施工管理士
通常:
標準

2000/5/10 2000-050798 拒絶査定 平成８年法 1

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

331 総合健康指導士
通常:
標準

2000/5/11 2000-051252 拒絶査定 平成８年法 2

41,42 【41】あんま・マッサージおよび指圧・鍼・灸・柔道整復・整体・エステティック・カイロプラク
ティック・温熱療法・光線療法に関する知識及び技術の教授，その他の健康・美容に関する
知識及び技術の教授，その他の知識及び技術の教授，健康・美容に関する指導者・トレー
ナー・オペレーター及び体力測定要員の養成・教育，技芸・スポーツの教授，動物の調教，
植物の供覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，講演会の企画・運営又は開催，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は
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，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，
サッカーの興行の企画・運営又は開催，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又
は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，当せん金
付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提
供，興行場の座席の手配，映写機及びその付属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の
貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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，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
【42】健康・美容に関する指導・助言及び情報の提供，整体・カイロプラクティック，あん摩・
マッサージ及び指圧，きゅう，柔道整復，はり，栄養の指導，美容，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，理容，入浴施設の提供，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，飲食物の提供，写真の撮影，オフセット印刷，グラビア印刷，
スクリーン印刷，石版印刷，凸版印刷，気象情報の提供，求人情報の提供，結婚又は交際
を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，葬儀の執
行，墓地又は納骨堂の提供，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。），建築物の設計，測
量 地質の調査 機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む ）又はこれらにより構成さ
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332 生活習慣病予防士
通常:
標準

2000/4/26 2000-054574 拒絶査定 平成８年法 4

16,38,41,42 【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック
製ごみ収集用袋，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハ
ンカチ，型紙，裁縫用チャコ，紙製テーブルクロス，紙製ブラインド，紙製のぼり，紙製旗，
紙製幼児用おしめ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，遊戯用カード，文房具類，事務
用又は家庭用ののり及び接着剤，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，こ
んにゃく版複写機，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消
印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵
便料金計器，輪転謄写機，印刷用インテル，活字，装飾塗工用ブラシ，封ろう，マーキング

 用孔開型板，観賞魚用水槽及びその附属品
【38】インターネットに関する情報の提供，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・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，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，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，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，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽
器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用品の貸与，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磁気テープの貸与，録画済み磁気

 テープの貸与
【42】交通情報その他の生活関連情報の提供 為替情報・株価情報・ニュースその他のビ

333 技術介護士 通常 2000/5/19 2000-055130 2001/8/17 4499841 2011/8/17 平成８年法 2

35,37 【35】民生用電気機械器具の修理者又は保守者のあっせん，事務用機械器具の修理者又
は保守者のあっせん，浄水装置の修理者又は保守者のあっせん，暖冷房装置の修理者又
は保守者のあっせん，電気通信機械器具の修理者又は保守者のあっせん，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）の修理者又は保守者のあっせん，おもちゃ又は人形の修理者又は保

 守者のあっせん，遊戯用器具の修理者のあっせん
【37】民生用電気機械器具の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，浄水装置
の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，電気通信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，おもちゃ又は人形の修理又は保守，遊戯

334 ワトソン博士
通常:
標準

2000/5/22 2000-055507 2001/7/27 4494826 2011/7/27 平成８年法 1

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

335 ＩＴ書士 通常 2000/5/24 2000-056666 出願取下 平成８年法 1

35 【35】情報技術を利用した経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，財務書類の作成又は監査もしくは証明，輸出入に関する事務の代理又は代行，書類
の複製，速記，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操
作，文書又は磁気テープのファイリング，複写機及び電子計算機の貸与，トレーディングス
タンプの発行，電子計算機オペレターの斡旋，システムエンジニアの斡旋，事務弁護士の

336 グローバル博士 通常 2000/5/24 2000-056838 2002/1/11 4535080 2012/1/11 平成８年法 2

35,36  【35】経済・産業に関する市場調査
【36】有価証券の売買，有価証券指数等先物取引，有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及
び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売
買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又
は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の
委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集
又は売出しの取扱い，公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払の代理，証券
投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理，株式事務の取次ぎ，貸
金庫の提供，有価証券に関する常任代理，海外において発行された譲渡性預金証書及び
コマーシャルペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理，累積投資業務に係る
代理，保護預り有価証券を担保とする資金の貸付け，譲渡性預金（海外において発行され
たものを除く。）の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理，円建銀行引受手形の売買並
びに売買の媒介・取次ぎ及び代理，国内で発行されるコマーシャルペーパーの発行に係る
代理事務，国内で発行されたコマーシャルペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び
代理，抵当証券の販売の媒介及び保管事務，金融先物取引の受託並びに委託の媒介・取
次ぎ及び代理の引受け，商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介，商品投資受益
権の販売又はその代理若しくは媒介，有価証券の売買・引受け・売出し・募集に関する情
報の提供又は助言，金融資産に関する調査，有価証券に係る投資顧問契約に基づく助
言，投資一任契約に基づき顧客のために行う投資，証券投資信託受益証券の募集・売出
し，有価証券等に関する投資助言及び株式市況に関する情報の提供，生命保険契約の締
結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査
定 損害保険の引受け 保険料率の算出 ガス料金又は電気料金の徴収の代行及びその

337 ＩＴ書士 通常 2000/5/26 2000-057878 拒絶査定 平成８年法 2

35,42 【35】情報技術を利用した経営の診断及び指導，市場調査，財務書類の作成又は監査もし
くは証明，輸出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，速記，電子計算機・タイプ

 ライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作
【42】電子計算機を利用し情報技術（ＩＴ）を活用するためには的確な操作をするための専門
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十分な情報統合
技術（インフォメ－ション・インテグレ－ション・テクノロジ－）を理解し紹介又説明する，その
他に関する法律事務（非訴訟，非法律鑑定の法律事務以外の法務に限る）の手続きの事
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338 交渉管理士
通常:
標準

2000/5/12 2000-060825 拒絶査定 平成８年法 2

16,35  【16】雑誌，新聞，その他定期的に発行される印刷物，紙類，文房具類
【35】業務提携及び企業買収の斡旋，技術・販売・製造に関する業務提携の媒介，企業の
人事又は労務に関する助言，その他の経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関
する情報の提供，職業のあっせん，輸出入に関する事務の代理又は代行，広告，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，タイプライター・複
写機及びワードプロセッサの貸与

339 交渉士
通常:
標準

2000/5/12 2000-060826 拒絶査定 平成８年法 2

16,35  【16】雑誌，新聞，その他定期的に発行される印刷物，紙類，文房具類
【35】業務提携及び企業買収の斡旋，技術・販売・製造に関する業務提携の媒介，企業の
人事又は労務に関する助言，その他の経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関
する情報の提供，職業のあっせん，輸出入に関する事務の代理又は代行，広告，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，タイプライター・複
写機及びワードプロセッサの貸与

340 発達診断士 通常 2000/6/2 2000-061022 拒絶査定 平成８年法 3

16,41,42  【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類（「昆虫採集用具」を除く。）
【41】乳幼児の教育に関する指導員の養成講座における教授，幼児教育講座における教
授，乳幼児の保育に関する知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授，図書及び記録
の供覧，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，演芸の上演，演劇の
演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，運動施設の提供，娯楽施設の提供，レ

 コード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与
【42】保育に関する情報の提供，保育所における乳幼児の保育，医療情報の提供，栄養の
指導，求人情報の提供，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をする
ためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関
する紹介及び説明，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守

341 お天気博士
通常:
標準

2000/6/8 2000-063570 2001/9/7 4505094 2011/9/7 平成８年法 1
42 【42】インターネットを通じ音声でする気象情報の提供，その他の気象情報の提供

342 保育心理士
通常:
標準

2000/6/9 2000-063910 拒絶査定 平成８年法 2
16,42  【16】印刷物，文房具類

【42】心理検査，心理相談及び助言・指導・診断，心理療法，保育所における乳幼児の保育

343 理財士 通常 2000/5/25 2000-065664 拒絶査定 平成８年法 2 16,36  【16】書籍，新聞
【36】金融に関する管理，信託業務，生命保険の引き受け，財務情報の提供

344 病歴記録管理士
通常:
標準

2000/6/15 2000-066616 2005/2/10 4838256 2015/2/10 平成８年法 1

41 【41】医療補助者に対する知識・技能の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，医
療補助者に対する知識・技能の認定試験・検定試験の実施，医療補助者に対する知識・技
能の認定試験・検定試験に関する情報の提供，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，
図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，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，競馬の企画・運営又は開催，
競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営
又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提
供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィル
ムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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

345 医事管理士
通常:
標準

2000/6/15 2000-066617 2005/2/10 4838257 2015/2/10 平成８年法 1

41 【41】医療補助者に対する知識・技能の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，医
療補助者に対する知識・技能の認定試験・検定試験の実施，医療補助者に対する知識・技
能の認定試験・検定試験に関する情報の提供，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，
図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，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，競馬の企画・運営又は開催，
競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営
又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提
供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィル
ムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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

346 覆蓋施設診断士
通常:
標準

2000/6/22 2000-069740 拒絶査定 平成８年法 4

35,37,41,42 【35】広告，経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの
事業の管理，書類の複製，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事案

 内，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，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，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，有害動物の防除

 （農業・園芸又は林業に関するものを除く。），土木機械器具の貸与
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，植物の供覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，
映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，運動施設の提供，娯楽施設の
提供，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，スキー用具の貸与，スキンダ
イビング用具の貸与，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，録音済み磁気テープの貸与
【42】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，入浴
施設の提供，オフセット印刷，グラビア印刷，スクリーン印刷，石版印刷，凸版印刷，求人
情報の提供，一般廃棄物の収集及び分別，産業廃棄物の収集及び分別，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。），建築物の設計，測量，地質の調査，デザインの考案，電子計算
機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技
術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の
プログラムの設計・作成又は保守，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 施設の警備 身辺の警備 医業 医療情報の提供 健
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347 蓋診断士
通常:
標準

2000/6/22 2000-069741 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，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，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，有害動物の防除
（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），土木機械器具の貸与

348 覆蓋診断士
通常:
標準

2000/6/22 2000-069742 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，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，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，有害動物の防除
（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），土木機械器具の貸与

349 水処理カバー診断士
通常:
標準

2000/6/22 2000-069743 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，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，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，有害動物の防除
（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），土木機械器具の貸与

350 下水覆蓋診断士
通常:
標準

2000/6/22 2000-069744 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，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，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，有害動物の防除
（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），土木機械器具の貸与

351 水処理覆蓋診断士
通常:
標準

2000/6/22 2000-069745 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，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，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，有害動物の防除
（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），土木機械器具の貸与

352 知識士
通常:
標準

2000/7/3 2000-073921 拒絶査定 平成８年法 2

16,41 【16】教科書，問題集，参考書，手引き書，写真集，辞典，定期刊行カタログ，年鑑，年報，
録音済みコンパクトディスク付き書籍，録画済みＣＤ－ＲＯＭ付き書籍，雑誌，その他の印

 刷物，文房具類
【41】社会保険労務士を対象とした社会保険労務士の業務に関する知識・能力の検定及び
認定，資格試験に関する情報の提供，資格試験の模擬試験の企画・運営又は開催，資格
試験受験相談会・セミナーの企画・運営又は開催，資格取得講座における通信教育，資格
認定試験・資格検定試験・就職試験その他認定・検定試験及びそれらの模擬試験の実
施，資格認定試験・資格検定試験・就職試験その他認定・検定試験及びそれらの模擬試
験の取り次ぎ，民間資格取得講座における教授，コンピューター通信による国家資格取得
講座における教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，映写機及びその附属品の

353 カルテ博士 通常 2000/6/19 2000-073979 2002/1/18 4537007 2012/1/18 平成８年法 5

09,35,38,41,42 【09】電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁
気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。），電子応用機械器具及びその部品，録
音済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ，録画済みＤＶＤ，電子計算機用プログラムを記憶させたＩＣカー

 ド・光カード・磁気カード・メモリーチップ・その他の電子媒体，液晶表示装置
【35】医療事務に関する情報の提供，医療事務の代行，病院等の医療経営の診断及び指

 導
【38】メーリングリストによる電子メールの自動転送，電子メールによる通信，その他の電子
計算機端末による通信，移動体電話による通信，テレックスによる通信，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，無線呼び出し
 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催

【42】学術情報の提供，インターネットにおける情報の検索，電子計算機のプログラムの設
計・作成又は保守，医薬品の試験・検査又は研究，医業，臨床検査，医療情報の提供，健
康診断，調剤，臨床検査に関する情報の提供，翻訳，電子計算機の記憶領域の貸与，コン
ピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，その他の電子計算機（中央処理装置及
び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周
辺機器を含む。）の貸与，インターネットのホームページに関する情報の提供，デザインの
考案 電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専

354 防災技術士 通常 2000/7/6 2000-075017 出願取下 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポ－ツ又は知識の教授（防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の
知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の検定試験，防災専門知
識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導
知識及び技能の教授，防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・
救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の質の証明を含む。），防災及び災害に
関する情報の提供，動物の調教，図書及び記録の供覧，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，映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジ
オ受信機の貸与，図書の貸与，レコ－ド又は録音済み磁気テ－プの貸与，録画済み磁気
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355 建物鑑定士
通常:
標準

2000/7/11 2000-077001
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法 1

36 【36】建物診断・改修計画と投資コスト判定，建物の設備診断・改修計画と投資コスト判定，
建物の耐震診断・改修計画と投資コスト判定，建物の防犯診断・改修計画と投資コスト判
定，建物の防災診断・改修計画と投資コスト判定，建物の省エネルギー診断・改修計画と
投資コスト判定，建物の長期修繕計画書の作成，建物のライフサイクルの計画書作成，建
物の室内環境診断書の作成，建物の適正評価業務，不動産情報開示図書作成，土地・建
物の紛争解決の評価書作成，国際会計基準による不動産の時価評価，金融担保の資産
評価，不動産証券化の投資判定と格付け，再開発の権利調整・交換の評価書，損失補償
の査定，損害賠償の査定，損害保険の損害額査定，公的課税客体の評価額査定，建物の
事業手法の判定（売却・賃貸・分譲・証券化等），土地・建物の不動産の投資判定，建物の
時価評価，建物の 有効使用・用途の判定，建物の投資コスト・追加投資コストの査定，建
物売却と建物新築の収益比較の査定，建物の維持管理費の査定，建物の維持管理手法
の判定，建物の収益向上の手法判定，建物の省エネルギー・経費削減の手法算定，建物
の減価償却資産の判定 建物の固定資産税評価額の査定 建物の経済的耐用年数の判

356 貿易実務士 通常 2000/7/24 2000-081444 拒絶査定 平成８年法 2

16,41  【16】雑誌，新聞，カタログ，書籍，手帳，帳簿
【41】貿易英語の教授，外国為替及び外国貿易法に関する知識の教授，輸出入取引法に
関する知識の教授，貿易保険法に関する知識の教授，外国為替管理令に関する知識の教
授，輸出貿易管理令に関する知識の教授，輸入貿易管理令に関する知識の教授，外国為
替の管理に関する省令に関する知識の教授

357 貿易業務士 通常 2000/7/24 2000-081445 拒絶査定 平成８年法 2

16,41  【16】雑誌，新聞，カタログ，書籍，手帳，帳簿
【41】貿易英語の教授，外国為替及び外国貿易法に関する知識の教授，輸出入取引法に
関する知識の教授，貿易保険法に関する知識の教授，外国為替管理令に関する知識の教
授，輸出貿易管理令に関する知識の教授，輸入貿易管理令に関する知識の教授，外国為
替の管理に関する省令に関する知識の教授

358 床診断士 通常 2000/7/7 2000-082277 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】床敷物の清掃，床磨き，床洗浄機の貸与，モップの貸与，内装仕上工事

359 防災診断士 通常 2000/8/8 2000-087608 出願取下 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポ－ツ又は知識の教授（防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の
知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の検定試験，防災専門知
識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導
知識及び技能の教授，防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・
救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の質の証明を含む。），防災及び災害に
関する情報の提供，動物の調教，図書及び記録の供覧，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，映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジ
オ受信機の貸与，図書の貸与，レコ－ド又は録音済み磁気テ－プの貸与，録画済み磁気

360 経営士
通常:
標準

2000/8/18 2000-091185 拒絶査定 平成８年法 1
35 【35】経営の診断及び指導

361 医療環境管理士
通常:
標準

2000/8/2 2000-091368 拒絶査定 平成８年法 2
35,41  【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供

【41】技芸・スポーツまたは知識の教授

362 病院管理士
通常:
標準

2000/8/2 2000-091369 拒絶査定 平成８年法 2
35,41  【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供

【41】技芸・スポーツまたは知識の教授

363 健康学士 通常 2000/8/23 2000-092602 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】健康自然食品や栄養補助食品についての知識の教授

364 住宅診断士
分割:
標準

2000/9/6 2000-097962 拒絶査定 平成８年法 1
42 【42】住宅の設計もしくは測量に関する調査，住宅の保全・営繕・劣化に関する調査

365 建築積算士
通常:
標準

2000/9/19 2000-102251 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】建築積算に関する知識及び技能の検定試験の実施，その他の技芸・スポーツ又は知
識の教授，研究用教材に関する情報の提供及びその仲介，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，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等の制
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，囲碁大会の企画・運営及び開催，競馬
の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自
動車競走の企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，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，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸
与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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

366 音楽療法士
通常:
標準

2000/9/28 2000-106294 拒絶査定 平成８年法 1
42 【42】音楽の持つ生理的・心理的・社会的働きを利用して・心身の障害の回復・機能の維持

改善・生活の質の向上に向けて意図的・計画的に活用して行われる治療の指導，医療情
報の提供，健康診断

367 ぷりんと博士 通常 2000/10/6 2000-109858 2002/4/12 4560239 2012/4/12 平成８年法 2

35,42  【35】広告
【42】写真の撮影，印刷，デザインの考案，凸版印刷機の貸与

368 環境管理専門士
通常:
標準

2000/10/10 2000-110075 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】環境に関する知識の教授

369 環境衛生専門士
通常:
標準

2000/10/10 2000-110076 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】環境に関する知識の教授
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370 建築業監査士
通常:
標準

2000/10/10 2000-110231 拒絶査定 平成８年法 1
37 【37】建設工事申請書類の監査

371 ペットシッター士 通常 2000/10/2 2000-113468 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】愛玩動物の世話の代行，愛玩動物の一時預かり

372 さん　じゅう　し＼三住士 通常 2000/10/20 2000-114089 2002/1/11 4534047 2012/1/11 平成８年法 1

35 【35】広告，経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの
事業の管理，競売の運営，建築物における来訪者の受付及び案内

373 さん　じゅう　し＼三住士 通常 2000/10/20 2000-114090 2002/7/19 4586540 2012/7/19 平成８年法 1

36 【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
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

374 さん　じゅう　し＼三住士 通常 2000/10/20 2000-114091 2002/1/11 4534048 2012/1/11 平成８年法 1

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

375 さん　じゅう　し＼三住士 通常 2000/10/20 2000-114092 2002/1/11 4534049 2012/1/11 平成８年法 1

42 【42】庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，建築物の設計，測量，地質の
調査，デザインの考案，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，植木の貸与，カーテンの
貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，会議室の貸与，展示施設の貸与，暖冷
房装置の貸与

376 建設業監査士
通常:
標準

2000/10/20 2000-114270 拒絶査定 平成８年法 1
37 【37】建設工事申請書類の監査

377 防水診断士
通常:
標準

2000/10/26 2000-116421 拒絶査定 平成８年法 1

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

378
日本建物鑑定協会∞建物鑑定
士

通常 2000/10/31 2000-118262 2002/5/17 4568281 2012/5/17 平成８年法 1

41 【41】建物鑑定業務に関する知識の養成教育・その他の建物鑑定業務に関する知識の教
授，建物鑑定に関するセミナー・研修会の企画・運営又は開催，建物鑑定に関するセミ
ナー・研修会の企画・運営又は開催の情報の提供

379 耐震診断士 通常 2000/10/18 2000-119011 拒絶査定 平成８年法 2

41,42  【41】耐震診断技術の教授及び耐震診断士の資格授与
【42】建築物の設計，建築物の耐震強度の測定及び調査

380 心の対話士
通常:
標準

2000/11/6 2000-119940 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，庭園の供覧，洞窟の供
覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，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，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行
の企画・運営又は開催，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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，
当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施
設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，
おもちゃの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，テレビ
ジョン受信機の貸与，図書の貸与，ラジオ受信機の貸与，レコード又は録音済み磁気テー
プの貸与，録画済み磁気テープの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与

381 ネット栄養士 通常 2000/11/13 2000-122412 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】飲食物の提供に関する情報の提供及びコンサルティング，栄養の指導に関する情報
の提供及びコンサルティング，老人の養護及び介護，老人の養護・介護に関する情報の提
供及びコンサルティング，食餌摂取内容の指導，食餌摂取内容の指導に関する情報の提
供及びコンサルティング，医療情報の提供，栄養の指導

382 コンクリート補修施工管理技士
通常:
標準

2000/11/15 2000-123474 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

383 秘書士 通常 2000/11/8 2000-126499 2005/8/19 4888476 2015/8/19 平成８年法 1

41 【41】秘書学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与
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384 管理写真士 通常 2000/12/8 2000-132123 拒絶査定 平成８年法 3

40,41,42 【40】ビデオテープの編集および複製，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，コンピュータによる写真その他の画像情報の処理・編集
又は加工，カレンダー・ジグゾーパズル・テレフォンカード・被服・食器類・文房具その他のも
のへの写真等のプリント加工又はこの取次ぎ，フィルム・写真の修正・合成・編集・複製・電
子画像処理，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
現像に関する情報の提供，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，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，紙の加
工，ゴムの加工，プラスチックの加工，食料品の加工，石材の加工，セラミックの加工，電
気めっき，フライス削り，焼きなまし，焼き戻し，溶融めっき，剥製，木材の加工，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。），医療材料の加
工，製本，一般廃棄物の処分，産業廃棄物の処分，廃棄物の再生，産業排水処理，原子
核燃料の再加工処理，グラビア製版，印鑑加工，ガラス加工，化学品の調合・加工受託，
額縁の加工，眼鏡レンズの加工，貴金属又は貴金属製品の加工，鍵の複製，受託による
看板の制作，転写加工，電気・電子部品の受託加工・組立，被服のプリント加工，宝飾品
の加工，化学機械器具の貸与，ガラス器製造機械の貸与，金属加工機械器具の貸与，靴
製造機械の貸与，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，製本機械の貸与，繊維機械器具の貸与，たばこ製造機械の貸
与，廃棄物圧縮装置の貸与，廃棄物破砕装置の貸与，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，プラスチック加工機械器具の貸与，塗装機械器具
の貸与，石材加工機械器具の貸与，オゾン発生器の貸与，工業用炉の貸与，写真製版用
焼付機械器具の貸与，集積回路製造機械器具の貸与，陶工用ろくろの貸与，物品の加工
に関する情報の提供，下水処理施設・し尿処理施設・浄水施設・ごみ焼却施設・電気集塵
機の運転，金属加工に関する情報の提供，裁縫・ししゅう情報の提供，材料処理情報の提
供，製本情報の提供，電気めっき・フライス削り・焼きなまし・焼戻し・溶融めっきの情報の
提供 布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む ）情報の提供 物品の加工に関

385 ラベル三銃士
通常:
標準

2000/12/21 2000-137573 2003/7/25 4694984 2013/7/25 平成８年法 2

35,42 【35】広告，広告に関する情報の提供，経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関
する情報の提供，マーケティングに関する情報の提供，経済に関する情報の提供，職業の
あっせん，競売・オークションの運営，書類の複製，電子計算機・同関連機器の操作に関す
る運行管理及び操作（派遣を含む。），タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務
用機器の管理・操作（派遣を含む。），書類・印刷物・郵送物等の封入・封緘・仕分け（郵便
番号区分けを含む。）・発送の代理（郵便局出しを含む。），文書又は磁気・ＩＣ・光等による
記録媒体のファイリングに関する診断及び指導，電話の受信・発信による事務処理の代行

 （派遣を含む。），コンピュータデータベースの情報構築
【42】平版印刷（オフセット印刷を含む。），凹版印刷（グラビア印刷を含む。），孔版印刷（ス
クリーン印刷を含む。），凸版印刷，電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷，写真
の撮影，建築物の設計，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
（派遣を含む。），コンピューターデータベースのアクセスタイムの賃貸，インターネットホー
ムページの設計・作成又は保守，インターネットホームページが格納されたワールドワイド
ウェブサーバーの運用及び管理の代行，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の
貸与，その他の電子応用機械器具の貸与，電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処
理，ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導，電
子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディス
ク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）を用いた情報処理システムの設計に関する診
断及び指導，オフィスレイアウト環境の評価・研究，一般廃棄物の収集及び分別，産業廃
棄物の収集及び分別，廃棄物リサイクルシステム・その他の廃棄物処理システムに関する
調査・研究・試験・評価又はコンサルティング，ビジネスフォーム印刷，インターネットにおけ
る検索エンジンの提供，データベースの検索代行，ネットワークシステムの設計・構築，農
学・工学・物理学・化学・生命科学その他科学の試験・検査又は研究に関する情報の提
供 医学・歯学又は薬学の試験・検査又は研究に関する情報の提供 医薬品・化粧品又は

386 防犯錠前診断士
通常:
標準

2000/12/12 2000-139801
出願却下処分（方式
指令）

平成８年法 1
37 【37】ピッキング防犯診断錠前取り替え

387 富士博士
通常:
標準

2000/12/28 2000-140917 2002/3/1 4547985 2012/3/1 平成８年法 1

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

388 探偵調査士
通常:
標準

2000/12/28 2000-141408 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】個人の信用・身元・行動に関する調査及び情報の提供，家出人・失踪人・徘徊者・そ
の他行方不明者等の捜索・発見及び保護並びに情報の提供，個人の身辺警護・ストー
カー・いじめ等からの保護及びそれらの防止・対策並びに情報の提供，企業の信用・機密
漏洩・不正事由等の発見・それらの防止及び対策並びに情報の提供，各種カード類等に関
する不正使用の調査及び不正使用の防止・不正使用に係る各種カード類等の受け取り代
行並びに情報の提供，所在不明又は盗難にあった車輛の捜索・発見及び受け取り代行並
びに情報の提供，損害保険・生命保険・国庫助成金・公的給付金・各種年金等の不正請求
及び不正受給の調査並びに情報の提供，探偵・興信による調査及び情報の提供

389 ＨＡＣＣＰ実務士 通常 2000/12/18 2000-141857 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】食品衛生法及び衛生管理手法教授

390 防犯＼カギ・錠前診断士 通常 2000/12/20 2000-141898 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】防犯に関する診断促進業務
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391 料理博士 通常 2001/1/15 2001-001774 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】飲食物の提供，宿泊施設の提供，栄養の指導

392 検索博士
通常:
標準

2001/1/16 2001-002311 2002/3/8 4549581 2012/3/8 平成８年法 2

09,42 【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・ＣＤ－ＲＯ
Ｍ，その他の電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ（家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－Ｒ
ＯＭを含む。），電気通信機械器具，遊園地用機械器具，映写フィルム，スライドフィルム，
スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，録画済みのＣＤ－

 ＲＯＭ，録音済みのＣＤ－ＲＯＭ，その他のレコード
【42】インターネットにおける検索エンジンの提供，電子計算機のプログラムの設計・作成又
は保守，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言及び情報の提供，
インターネットにおけるホームページの設計・作成，インターネットのホームページのタイト
ル及びコンテンツの作成，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶
させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－ＲＯＭその他の周辺機器を含む。）の貸
与，コンピュータ通信におけるサーバーの記憶装置（情報を記憶するハードディスク・光ディ
スク・光磁気ディスクなど）の記憶領域の貸与，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含
む。）又はこれらにより構成される設備の設計，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明 機械器具に関する試験又は研究

393 豊の国　手打うどん博士 通常 2001/1/24 2001-004408 2002/1/18 4537618 2012/1/18 平成８年法 1

42 【42】うどん・そば・その他日本料理を主とする飲食物の提供

394 建築物雨漏り診断士 通常 2001/1/15 2001-006468 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】建築物雨漏り調査，検査に関する

395 瓦診断士
通常:
標準

2001/2/7 2001-009787 拒絶査定 平成８年法 1

37 【37】屋根瓦の点検・修理又は保守

396 医療保育士
通常:
標準

2001/2/14 2001-011784
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法 2

41,42 【41】子どもの心理療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，
研究用教材に関する情報の提供及びその仲介，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，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等の制作のために
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，その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催，
フォトコンテストの企画・運営又は開催，音楽コンテストの企画・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，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の
興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），当せ
ん金付証票の発売，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，
映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，ス
キンダイビング用具の貸与，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，絵画の貸与，電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供，電子計算機

 端末による通信を用いて行う音楽の提供
【42】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，美容，
理容 入浴施設の提供 写真の撮影 オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石
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397 音楽心理療法士
通常:
標準

2001/2/14 2001-011785 拒絶査定 平成８年法 2

41,42 【41】音楽療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，研究用教
材に関する情報の提供及びその仲介，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，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等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，その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催，フォトコンテス
トの企画・運営又は開催，音楽コンテストの企画・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，娯楽イベント（スポーツに関するものを除く。）の企画・運営又は開催，当せん
金付証票の発売，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
写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキ
ンダイビング用具の貸与，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，絵画の貸与，電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供，電子計算機端

 末による通信を用いて行う音楽の提供
【42】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，美容，
理容，入浴施設の提供，写真の撮影，オフセット印刷，グラビア印刷，スクリーン印刷，石
版印刷 凸版印刷 気象情報の提供 求人情報の提供 ファッション情報の提供 新聞・雑

398 けんさく博士
通常:
標準

2001/2/15 2001-012373 2002/3/22 4554933 2012/3/22 平成８年法 2

09,42 【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・ＣＤ－ＲＯ
Ｍ，その他の電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ（家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－Ｒ
ＯＭを含む。），電気通信機械器具，遊園地用機械器具，映写フィルム，スライドフィルム，
スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，録画済みのＣＤ－

 ＲＯＭ，録音済みのＣＤ－ＲＯＭ，その他のレコード
【42】インターネットにおける検索エンジンの提供，電子計算機のプログラムの設計・作成又
は保守，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言及び情報の提供，
インターネットにおけるホームページの設計・作成，インターネットのホームページのタイト
ル及びコンテンツの作成，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶
させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－ＲＯＭその他の周辺機器を含む。）の貸
与，コンピュータ通信におけるサーバーの記憶装置（情報を記憶するハードディスク・光ディ
スク・光磁気ディスクなど）の記憶領域の貸与，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含
む。）又はこれらにより構成される設備の設計，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明 機械器具に関する試験又は研究

399 東塗協認定塗装診断士
通常:
標準

2001/2/21 2001-014458 拒絶査定 平成８年法 2
16,42  【16】印刷物

【42】塗装に関する診断及び指導

400 インターネット税理士
通常:
標準

2001/2/13 2001-017110 拒絶査定 平成８年法 3

35,36,42 【35】会計書類、財務書類の作成，広告，広告の代理，郵便による広告物の配布，広告物
の更新，広告物の配布，広告場所の貸与，事業の評価，事業の管理に関する援助，会計
監査，ビラ配り，経理事務，企業経営の指導及び助言，事業に関する情報の提供，事業の
調査，事業の管理及び組織に関する指導及び助言，事業の管理に関する援助，事業の管
理に関する指導及び助言，事業の組織に関する指導及び助言，商業に関する情報の提
供，商業又は工業の管理に関する援助，コンピュータデータベースへの情報編集，コン
ピュータデータベースへの情報構築，事業に関する指導及び助言，商品の実演による広
告，ダイレクトメールによる広告，試供品の配布，書類の複製，経済予測，事業の能率化に
関する診断・指導及び助言，職業のあっせん，商業又は広告のための展示会の企画・運
営，コンピュータによるファイルの管理，事業の管理に関する助言，人事管理に関する指導
及び助言，市場調査，市場研究，事務用機器の貸与，世論調査，商業又は広告のための
見本市の運営，屋外広告物による広告，人材募集，写真複写機による書類の作成，ワード
プロセッサによる文書の作成，広報、広告物の出版，広告文の作成，広告用具の貸与，ラ
ジオによる広告の代理，写真複写機の貸与，販売促進のための企画及び実行の代理，秘
書，統計に関する情報の提供，テレビジョンによる広告の代理，商業又は広告のための商

 品博覧会の運営
【36】金融・財務分析，金融又は財務に関する助言，保険に関する助言，土地・建物の売買
又は貸借の代理又は媒介，保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価，ファクタリン
グ，金融又は財務に関する情報の提供，財務管理，課税額の査定，建物の売買又は貸借
の代理又は媒介，保険情報の提供，保険契約の締結の仲介，土地又は建物の鑑定評価，
株式市況に関する情報の提供，株式及び債権の売買の媒介・取次ぎ又は代理，小切手の

 検証
【42】コンピュータデータの回復，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの運賃，コン
ピュータの設計に関する助言 電子計算機プログラムの設計・作成又は保守 コンピュータ

401 ビジネス実務士 通常 2001/2/14 2001-017722 2005/8/19 4888477 2015/8/19 平成８年法 1

41 【41】ビジネス実務学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与

402 上級ビジネス実務士 通常 2001/2/14 2001-017724 2005/8/19 4888478 2015/8/19 平成８年法 1

41 【41】ビジネス実務学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与
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403 コンクリート診断士
通常:
標準

2001/3/1 2001-017909 2005/3/25 4850849 2015/3/25 平成８年法 1

41 【41】コンクリートに関する知識の教授

404 潜水心理士
通常:
標準

2001/3/9 2001-021179 2005/6/3 4869393 2015/6/3 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

405 システム工士
通常:
標準

2001/3/12 2001-022041 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】建築物の設計，測量

406 システム工士
通常:
標準

2001/3/12 2001-022060 拒絶査定 平成８年法 1

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

407 経営経理士
通常:
標準

2001/3/13 2001-022262 拒絶査定 平成８年法 1

35 【35】コンピューターデータベースへの情報編集，コンピューターデータベースへの情報構
築，コンピューターによるファイルの管理，会計事務の代行，財務書類の作成，原価分析，
簿記，経営の診断及び指導，経済予測，市場の調査，市場の研究，世論調査，経理事務
処理の代行，事業の調査，事業の評価，競売の運営，事業の管理及び組織に関する助
言，専門的な事業に関する助言，事業の管理に関する援助，人事管理に関する助言，企
業における採用活動に関する援助，事業情報の提供，商業に関する情報の提供，統計的
情報の提供，書類の複製，輸出入に関する事務の代行，給与計算に関する事務処理の代
行 会計に関する事務処理についての相談 経営相談

408 保健医療管理士
通常:
標準

2001/3/21 2001-025487 2003/6/20 4684329 2013/6/20 平成８年法 1

41 【41】健康・医療・健康管理の分野に関する知識の教授，医療に関するセミナー・講習会・研
究会の企画・運営・開催

409 建築模型士 通常 2001/3/29 2001-028802 拒絶査定 平成８年法 2

16,41  【16】印刷物，文房具類（「昆虫採集用具」を除く。），紙類，書画，写真
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

410 動物介護士 通常 2001/3/29 2001-028803 拒絶査定 平成８年法 3

09,16,41  【09】録画済みビデオディスク及びビデオテープ
 【16】印刷物，文房具類（「昆虫採集用具」を除く。），紙類，書画，写真

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

411 中古住宅診断士
通常:
標準

2001/4/16 2001-035163 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】建物の設計，測量，地質の調査，中古住宅の劣化診断とその報告書の作成及びその
補修に関する指導
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412 健康管理士
通常:
標準

2001/5/16 2001-044223 出願取下 平成８年法 4

09,35,41,42 【09】映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク
 及びビデオテープ

 【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，職業のあっせん
【41】研究用教材に関する情報の提供及びその仲介，健康に関するセミナー及びその他の
セミナー企画・運営又は開催，講演会の企画・運営又は開催，資格試験情報の提供，教
育・文化・娯楽・スポーツビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），教材ビデ
オの制作，訓練ビデオの制作，健康増進のためのトレーニング施設の提供，健康増進用運
動器具の貸与，フィットネス機械器具の貸与，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制
作，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映写フィルムの貸与，レコード又は録音済み磁気

 テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与
【42】社会保険に関する手続の代理，身の上相談，家事の代行，医薬品・化粧品又は食品
の試験・検査又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，あんま・マッ
サージ及び指圧，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，老人の養護，栄養の指導，生活状態の診断及び食生活に関する指導，ダイエット及
び栄養摂取計画の実行に関する助言又は相談 老人の養護

413 健康福祉士
通常:
標準

2001/5/16 2001-048932 拒絶査定 平成８年法 3
16,41,42  【16】カタログ，雑誌，新聞，書籍，その他の印刷物

 【41】予防医学と福祉及び健康管理に関する知識の教授
【42】美容，栄養の指導

414 セレモニア富士
通常:
標準

2001/5/31 2001-049304 2002/7/19 4588193 2012/7/19 平成８年法 1

42 【42】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，写真
の撮影，通夜・葬儀・納骨の執行，法要の執行，通夜・葬儀・法要に関するマナー及び返礼
の助言，葬儀の相談，通夜・葬儀・法要のための施設の提供，葬儀・法要のための仕出し
料理の提供の取次ぎ，葬儀料理及び法要料理の飲食のための施設の提供，遺体の霊柩
車による移送，墓地又は納骨堂の提供，墓地又は納骨堂の提供の媒介，植木の貸与，造
花の貸与，葬祭用具の貸与，花輪の貸与，祭壇の貸与及び取次ぎ，カーテンの貸与，家具
の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，黒白幕の貸与，葬儀のためのテントの貸与，通夜の

415 銀行内部監査士 通常 2001/6/4 2001-050355 出願取下 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，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，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，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，
当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施
設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，
楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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

416 社会調査実務士 通常 2001/5/21 2001-050477 2006/1/6 4918613 2016/1/6 平成８年法 1

41 【41】社会調査実務学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与

417 プレゼンテーション実務士 通常 2001/5/21 2001-050478 2006/1/6 4918614 2016/1/6 平成８年法 1

41 【41】プレゼンテーション実務学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与

418 カウンセリング実務士 通常 2001/5/21 2001-050479 2005/8/19 4888479 2015/8/19 平成８年法 1

41 【41】カウンセリング実務学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与

419 ねんきん博士
通常:
標準

2001/6/5 2001-050877 2002/11/1 4616853 2012/11/1 平成８年法 1

36 【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，生命保険及び損害保険
についての相談，保険金の算定及び保険金の支払代行，保険情報の提供，建物の管理，
建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建
物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の
売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，土地・建物に関する相
談，土地の有効活用に関する企画及び指導，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評
価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，税金に関する情報の提供，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

420 介助サービス士 通常 2001/5/22 2001-051507 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸，スポーツ又は知識の教授

421 ＴＰＭ＼自主保全士 通常 2001/6/8 2001-052105
出願却下処分（登
録）

平成８年法 2

16,41  【16】印刷物
【41】製造プラントのメンテナンス技術の教授，技術指導に関する資格試験の実施及び資
格の認定，資格試験に関する情報の提供，資格試験の模擬試験の企画・運営又は開催，
資格試験受験相談会・セミナーの企画・運営又は開催，資格試験情報の提供

422 介助士 通常 2001/6/4 2001-055892 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授
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423 サプリメント管理士
通常:
標準

2001/6/5 2001-056382 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】資格取得講座における知識の教授，栄養補助食品に関する資格試験の実施及び認

定

424 防災士 通常 2001/6/21 2001-056572 出願取下 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の
知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の検定試験，防災専門知
識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導
知識及び技能の教授，防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・
救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の質の証明を含む。），防災及び災害に
関する情報の提供，動物の調教，図書及び記録の供覧，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，映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジ
オ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気

425 緑花文化士
通常:
標準

2001/6/22 2001-057002 2002/11/15 4619684 2012/11/15 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，資格試験に関する情報の提供，資格付与のための
資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与，植物の供覧，動物の供覧，図書及び記録
の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，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，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの
提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその付属品
の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の
貸与，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，録画済磁気テープの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の

426 国際疾病分類士
通常:
標準

2001/6/27 2001-058372 拒絶査定 平成８年法 1
41 【41】国際疾病分類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，国際

疾病分類に関する知識・技能の認定・検定試験の実施

427 ビオトープ管理士
分割:
標準

2001/7/4 2001-061066 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】造築物に関する知識の教授，その他の造築物に関する知識の教授生物及び自然環
境を保護・育成する者の認定試験の実施，造築構造に関する資格の認定，資格試験に関
する情報の提供，資格試験の模擬試験の企画・運営又は開催，資格試験受験相談会・セミ
ナーの企画・運営又は開催，資格取得講座における教授，資格取得講座における知識の
教授，資格取得講座における通信教育，資格取得講座における通信教育による知識の教
授，資格認定試験・資格検定試験・その他認定・検定試験及びそれらの模擬試験の実施，
野生生物及び自然環境を保護・育成する者の認定資格講座における知識の教授，地域の
自然生態系の保護・保全・復元・創出の理念や野生生物等の調査技術を踏まえた広域的
な地域計画及び施工をする者の認定試験又は認定資格における知識の教授

428 林業技士
通常:
標準

2001/7/6 2001-062034 2005/3/18 4848007 2015/3/18 平成８年法 1

41 【41】林業経営・林業機械・森林土木・森林評価・森林環境その他の森林・林業に関する知
識及び技能の教授，林業経営・林業機械・森林土木・森林評価・森林環境その他の森林・
林業に関する専門的技術者の認定試験の実施，林業経営・林業機械・森林土木・森林評
価・森林環境その他の森林・林業に関する専門的技術者の資格の認定・登録，研修施設
の提供，森林・林業に関する講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催

429 オフィス三銃士 通常 2001/6/25 2001-062595
出願却下処分（登
録）

平成８年法 1

41 【41】書籍の制作

430 芸術療法士 通常 2001/8/13 2001-073818 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】医業，医療情報の提供，健康診断，調剤，歯科医業，心のカウンセリング，身の上相
談，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，あん摩・マッサージ及び指圧，きゅ
う，柔道整復，はり，栄養の指導，老人の養護，飲食物の提供，美容，理容，個人の身元又
は行動に関する調査，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，植木の貸与

431 簿記士 通常 2001/8/15 2001-078861 2005/8/5 4884838 2015/8/5 平成８年法 1

35 【35】財務書類の作成又は監査若しくは証明

432 富士 通常 2001/8/23 2001-082027 拒絶査定 平成８年法 1

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

433 経営管理指導士
通常:
標準

2001/9/25 2001-086175 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】セミナーの企画・運営又は開催
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434
ＮＰＯ＼住評協＼住宅工事評価
監理士

通常 2001/9/25 2001-091602 拒絶査定 平成８年法 2

41,42  【41】教育，訓練
【42】調査研究

435 住宅環境診断士
通常:
標準

2001/10/12 2001-091812 拒絶査定 平成８年法 3

37,41,42 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築設備の運転・点検・整備，建築工事に関する助言，火災報知器の修理又は保守，
浄水装置の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，
ボイラーの修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，乗物用洗浄機の修理又は保
守，土木機械器具の修理又は保守，廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置
の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修理，浴槽類の修理又は保守，看板の修理又は
保守，畳類の修理，煙突の清掃，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨
き，し尿処理槽の清掃，貯蔵槽類の清掃，公園の清掃，道路の清掃，運動場の清掃，浴槽
又は浴槽がまの清掃，電話機の消毒，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するもの
を除く。），医療用器具の殺菌・滅菌，洗車機の貸与，衣類乾燥機の貸与，電気洗濯機の貸

 与，衣類脱水機の貸与，土木機械器具の貸与，床洗浄機の貸与，モップの貸与
【41】診断知識の教授，研究用教材に関する情報の提供及びその仲介，セミナーの企画・

 運営又は開催
【42】一般廃棄物の収集，産業廃棄物の収集，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。），建
築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれ
らにより構成される設備の設計，デザインの考案，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

436 住宅検査技士
通常:
標準

2001/10/12 2001-091813 拒絶査定 平成８年法 3

37,41,42 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築設備の運転・点検・整備，建築工事に関する助言，火災報知器の修理又は保守，
浄水装置の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，
ボイラーの修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，乗物用洗浄機の修理又は保
守，土木機械器具の修理又は保守，廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置
の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修理，浴槽類の修理又は保守，看板の修理又は
保守，畳類の修理，煙突の清掃，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨
き，し尿処理槽の清掃，貯蔵槽類の清掃，公園の清掃，道路の清掃，運動場の清掃，浴槽
又は浴槽がまの清掃，電話機の消毒，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するもの
を除く。），医療用器具の殺菌・滅菌，洗車機の貸与，衣類乾燥機の貸与，電気洗濯機の貸

 与，衣類脱水機の貸与，土木機械器具の貸与，床洗浄機の貸与，モップの貸与
【41】技術知識の教授，研究用教材に関する情報の提供及びその仲介，セミナーの企画・

 運営又は開催
【42】一般廃棄物の収集，産業廃棄物の収集，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。），建
築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれ
らにより構成される設備の設計，デザインの考案，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

437 耐震検査技士
通常:
標準

2001/10/12 2001-091818 拒絶査定 平成８年法 3

37,41,42 【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築設備の運転・点検・整備，建築工事に関する助言，火災報知器の修理又は保守，
浄水装置の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，
ボイラーの修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，乗物用洗浄機の修理又は保
守，土木機械器具の修理又は保守，廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置
の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修理，浴槽類の修理又は保守，看板の修理又は
保守，畳類の修理，煙突の清掃，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨
き，し尿処理槽の清掃，貯蔵槽類の清掃，公園の清掃，道路の清掃，運動場の清掃，浴槽
又は浴槽がまの清掃，電話機の消毒，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するもの
を除く。），医療用器具の殺菌・滅菌，洗車機の貸与，衣類乾燥機の貸与，電気洗濯機の貸

 与，衣類脱水機の貸与，土木機械器具の貸与，床洗浄機の貸与，モップの貸与
【41】技術知識の教授，研究用教材に関する情報の提供及びその仲介，セミナーの企画・

 運営又は開催
【42】一般廃棄物の収集，産業廃棄物の収集，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。），建
築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれ
らにより構成される設備の設計，デザインの考案，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

438 鮮魚士
通常:
標準

2001/10/22 2001-094352 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】鮮魚に関する国家資格又は国家資格以外の資格の付与，鮮魚に関する国家資格又
は国家資格以外の資格の認定，鮮魚に関する国家資格又は国家資格以外の資格の試験
の実施
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439 整容士
通常:
標準

2001/10/25 2001-095726 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】美容，理容

440
ＭＥＤＩＣＡＬ∞ＳＰＯＲＴＳ∞ＣＯＬ
ＬＥＧＥ∞整体療法士

通常 2001/10/29 2001-096526 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】あん摩・マッサージ及び指圧，きゅう，柔道整復，はり，整体

441 公認労務監査士
通常:
標準

2001/11/21 2001-104445 拒絶査定 平成８年法 1

35 【35】事業情報の提供，事業の組織に関する助言，事業の調査及び評価

442 騒音・振動調査士 通常 2001/11/14 2001-106846 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】環境騒音振動の測定・分析・研究

443 交通量調査士 通常 2001/11/14 2001-106847 拒絶査定 平成８年法 1

35 【35】交通量調査に基づくデータの精査・集計・分析

444
コストコントローラ＼建設業原価
管理士

通常 2001/11/15 2001-107799 拒絶査定 平成８年法 3

35,37,41  【35】経営の診断及び指導，市場調査
 【37】建築工事一式，土木工事一式

【41】国家資格取得講座に於ける教授

445 アテンド介助士 通常 2001/11/19 2001-108671 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸，スポーツ又は知識の教授

446 着物着付指導士
通常:
標準

2001/12/6 2001-108728 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】着物着付けを教授する者に対する資格の付与のための資格試験の実施及び資格の
認定・資格の付与

447 シニア対話士 通常 2001/12/3 2001-112803 拒絶査定 平成８年法 1

42 【42】老人の養護，精神的ストレスの予防・解消，健康促進・人間関係・依存問題に関する
医療または心理カウンセリング

448 コーヒー検定士 通常 2001/12/21 2001-117188 拒絶査定 平成８年法 1 42 【42】食品の試験、検査又は研究

449 手打ちうどん技能士
通常:
標準

2001/12/27 2001-117585 拒絶査定 平成８年法 2
40,41  【40】うどんの製麺加工

【41】うどんに関する知識及び製麺技術の教授
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450 危機管理士 通常 2001/12/29 2001-117715 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

451 企業危機管理診断士 通常 2001/12/29 2001-117719 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

452 企業情報処理診断士 通常 2001/12/29 2001-117720 拒絶査定 平成８年法 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

453 品質管理士
通常:
標準

2002/1/8 2002-000473 拒絶査定 国際分類第８版 1
42 【42】品質管理に関する専門家の養成及び研修，品質管理に関する専門家の資格の試験・

認定・登録及び資格の授与，品質管理に関する研究

454 ＩＴ経営管理士
通常:
標準

2002/1/9 2002-000750 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】情報技術に関する知識の教授，情報技術に関する講習会・研究会の企画・運営及び
開催，情報技術に関する情報の提供，情報技術に関する助言・指導，情報技術に関する試
験の実施及び資格の認定，情報技術に関する図書の貸与，情報技術に関するレコード又
は録音済み磁気テープの貸与，情報技術情報技術に関する録画済み磁気テープの貸与

455 タパルス博士
通常:
標準

2002/1/17 2002-002301 2002/11/15 4619839 2012/11/15 国際分類第８版 3

16,36,41 【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文

 房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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（「プリペイドカードの発行」），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 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

456 心理対話療法士 通常 2002/1/12 2002-006118 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】ストレス・嗜癖・依存・ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）・引き込もり・不登校等の人間関
係全般に関する対話を通しての精神的な援助又は心理カウンセリング
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457 知的財産鑑定士 通常 2002/1/24 2002-009059 拒絶査定 国際分類第８版 2

41,42 【41】知的財産に関する知識の教授，知的財産の鑑定評価方法に関する知識の教授，知
的財産の流通方法に関する知識の教授，知的財産の流通促進方法に関する知識の教
授，その他の知識の教授，知的財産に関するセミナーの企画，知識財産の鑑定評価方法
に関するセミナーの企画，知的財産の流通方法に関するセミナーの企画，知的財産の流通
促進方法に関するセミナーの企画，その他のセミナーの企画，知的財産に関する講習会の
企画，知識財産の鑑定評価方法に関する講習会の企画，知的財産の流通方法に関する
講習会の企画，知的財産の流通促進方法に関する講習会の企画，その他の講習会の企
画，知的財産に関する研修会の企画，知識財産の鑑定評価方法に関する研修会の企画，
知的財産の流通方法に関する研修会の企画，知的財産の流通促進方法に関する研修会
の企画，その他の研修会の企画，知的財産に関するセミナーの運営，知識財産の鑑定評
価方法に関するセミナーの運営，知的財産の流通方法に関するセミナーの運営，知的財産
の流通促進方法に関するセミナーの運営，その他のセミナーの運営，知的財産に関する講
習会の運営，知識財産の鑑定評価方法に関する講習会の運営，知的財産の流通方法に
関する講習会の運営，知的財産の流通促進方法に関する講習会の運営，その他の講習
会の運営，知的財産に関する研修会の運営，知識財産の鑑定評価方法に関する研修会
の運営，知的財産の流通方法に関する研修会の運営，知的財産の流通促進方法に関す
る研修会の運営，その他の研修会の運営，知的財産に関するセミナーの開催，知識財産
の鑑定評価方法に関するセミナーの開催，知的財産の流通方法に関するセミナーの開催，
知的財産の流通促進方法に関するセミナーの開催，その他のセミナーの開催，知的財産
に関する講習会の開催，知識財産の鑑定評価方法に関する講習会の開催，知的財産の
流通方法に関する講習会の開催，知的財産の流通促進方法に関する講習会の開催，その
他の講習会の開催，知的財産に関する研修会の開催，知識財産の鑑定評価方法に関す
る研修会の開催，知的財産の流通方法に関する研修会の開催，知的財産の流通促進方

 法に関する研修会の開催，その他の研修会の開催
【42】知的財産の鑑定評価その他の事務 知的財産に関するコンサルティング 知的財産

458 情報処理士 通常 2002/1/30 2002-010935 国際分類第８版 1

41 【41】情報処理学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与

459 保育音楽療育士 通常 2002/1/30 2002-010936 2006/1/6 4918616 2016/1/6 国際分類第８版 1

41 【41】保育音楽療育学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与

460 ボランティア実務士 通常 2002/1/30 2002-010937 2006/1/6 4918617 2016/1/6 国際分類第８版 1

41 【41】ボランティア実務学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与

461 国際ボランティア実務士 通常 2002/1/30 2002-010938 2006/1/6 4918618 2016/1/6 国際分類第８版 1

41 【41】国際ボランティア実務学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与

462 生活園芸士 通常 2002/1/30 2002-010939 2006/1/6 4918619 2016/1/6 国際分類第８版 1

41 【41】生活園芸学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与

463 園芸療法士 通常 2002/1/30 2002-010940
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版 1

41 【41】園芸療法学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与

464 パソコン整備士
通常:
標準

2002/2/18 2002-011849 拒絶査定 国際分類第８版 2

37,41 【37】事務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，電子応用機
 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

【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

465 コンピューター危機管理士 通常 2002/2/2 2002-012333 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】コンピューターシステムに関わるリスクマネージメントが行える人物及びその育成の為
の研修と教育

466 ＩＴ危機管理士 通常 2002/2/2 2002-012334 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】ＩＴ産業界に関わるリスクマネージメントが行える人物及びその育成の為の研修と教育

467 日管協　賃貸住宅管理士 通常 2002/2/25 2002-013709 拒絶査定 国際分類第８版 2

36,41 【36】建物の管理，賃貸住宅の管理，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，賃貸住宅の管理に関する指導・助言，建物又は土地の貸与に関する助言・

 相談
【41】賃貸住宅の管理の教授，賃貸住宅の管理に関する講習会・研修会の開催，賃貸住宅

468 総務実務管理士
通常:
標準

2002/2/25 2002-013716 拒絶査定 国際分類第８版 2

16,41  【16】総務実務管理士の資格付与のための教材として用いる書籍その他の印刷物
【41】通信教育による総務実務管理士の資格付与のための知識の教授その他の技芸・ス
ポーツ又は知識の教授又はこれらに関する情報の提供，総務実務管理士・その他の資格
の資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与又はこれらに関する情
報の提供，総務実務管理士の資格付与のための教材として用いる電子出版物その他の
電子出版物の提供又はこれらに関する情報の提供
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469 上級情報処理士 通常 2002/2/12 2002-014483 国際分類第８版 1

41 【41】情報処理学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与

470 機動戦士 通常 2002/2/28 2002-015493 2004/2/27 4750289 2014/2/27 国際分類第８版 3

38,41,42 【38】電子計算機端末による通信その他の通信（放送を除く。），電子計算機端末による通
信その他の通信（放送を除く。）に関する情報の提供，通信ネットワークへの接続の提供，
通信ネットワークへの接続の提供に関する情報の提供，放送，放送に関する情報の提供，
インターネット用通信機器及びその他の通信機器の貸与，インターネット用通信機器及び

 その他の通信機器の貸与に関する情報の提供
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提
供，図書及び記録の供覧，図書及び記録の供覧に関する情報の提供，電子出版物の提
供，電子出版物の提供に関する情報の提供，美術品の展示，美術品の展示に関する情報
の提供，書籍の制作，書籍の制作に関する情報の提供，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏
の興行の企画又は運営，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関す
る情報の提供，映画の上映・制作又は配給，映画の上映・制作又は配給に関する情報の
提供，キャラクタショー及びその他の演芸の上演，キャラクタショー及びその他の演芸の上
演に関する情報の提供，演劇の演出又は上演，演劇の演出又は上演に関する情報の提
供，音楽の演奏，音楽の演奏に関する情報の提供，放送番組の制作，放送番組の制作に
関する情報の提供，放送番組の制作における演出，放送番組の制作における演出に関す
る情報の提供，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用され
るものの操作，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用され
るものの操作に関する情報の提供，ゲーム・アニメーションビデオその他教育・文化・娯楽・
スポーツ用の映像・音楽・音響・音声の制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），ゲー
ム・アニメーションビデオその他教育・文化・娯楽・スポーツ用の映像・音楽・音響・音声の制
作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）に関する情報の提供，電子データ化されたゲー
ム・アニメーション映像の提供，電子データ化されたゲーム・アニメーション映像の提供に関
する情報の提供，電子データ化されたゲーム・アニメーション映像以外の教育・文化・娯楽・
スポーツ用の映像・音楽・音響・音声の提供，電子データ化されたゲーム・アニメーション映
像以外の教育・文化・娯楽・スポーツ用の映像・音楽・音響・音声の提供に関する情報の提
供 写真の撮影 写真の撮影に関する情報の提供

471 代替療法士
通常:
標準

2002/3/6 2002-017194 拒絶査定 国際分類第８版 1
44 【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，

きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指
導，動物の飼育，動物の治療，医療用機械器具の貸与，

472 著作権士 通常 2002/3/1 2002-021327
出願却下処分（方式
指令）

国際分類第８版 1

42 【42】工業所有権に関する手続の代理又は鑑定，その他の事務，著作権の利用に関する契
約の代理又は媒介，著作権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，著作権に関する
手続の通信教育その他の事務。

473 ＫＭＡ結婚臨床心理士 通常 2002/3/1 2002-021350 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】異性の紹介を業とするＫＭＡ所属の仲人に対し、ＫＭＡが主催するカウンセラー認定講
座、セミナー、または研修会を開催し、各々の会員の成婚をサポートするに値する知識の
教授を行う。

474 歩行改善士 通常 2002/3/6 2002-022431 2003/11/7 4724126 2013/11/7 国際分類第８版 2

25,44  【25】靴類，その他の履物
【44】あん摩・マッサージ及びカイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり

475 コーヒー鑑定士 通常 2002/3/11 2002-023891 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】知識の教授

476 コーヒー鑑定士 通常 2002/3/11 2002-023892 拒絶査定 国際分類第８版 1

42 【42】食品の試験、検査又は研究
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477 幸せ育児士
通常:
標準

2002/3/29 2002-025490 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】育児に関する研究会及び講演会の企画・運営又は開催，老人の介護及び機能回復
訓練指導に関する研究会及び講演会の企画・運営又は開催，子供の健全な成長を助ける
活動の企画又は運営，子供の健全な成長に関するセミナーの企画・運営又は開催，その
他のセミナーの企画・運営又は開催，育児の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教
授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，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

478 車両診断士
通常:
標準

2002/4/4 2002-027201 拒絶査定 国際分類第８版 1
37 【37】自動車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備

479 交通事故現場見取図解説図士
通常:
標準

2002/3/22 2002-027916 拒絶査定 国際分類第８版 1
42 【42】測量

480 尿沈渣検査士
通常:
標準

2002/4/26 2002-034878 拒絶査定 国際分類第８版 1
44 【44】医業，医療情報の提供，尿の臨床検査，健康診断

481 特許技術士 通常 2002/4/15 2002-035626 拒絶査定 国際分類第８版 1
42 【42】特許出願書類の作成に関する助言及び指導，新商品の技術開発・研究

482 斜面補修技士
通常:
標準

2002/5/2 2002-036451 拒絶査定 国際分類第８版 1

42 【42】土木・建築物の設計，測量，地質の調査，デザインの考案，土木・建築に関する試験
又は研究，土木・建築に関するコンサルティング，著作権の利用に関する契約の代理又は
媒介，通訳，翻訳，土木・建築工法に関する工業所有権・ノウハウの実施・使用許諾，工業
所有権売買の仲介・斡旋

483 建設業診断士
通常:
標準

2002/4/19 2002-037391 拒絶査定 国際分類第８版 3
16,35,41  【16】印刷物

 【35】経営の診断又は経営に関する助言，事業の管理，事業の管理・運営に関する助言
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

484 建設業管理士
通常:
標準

2002/4/19 2002-037392 拒絶査定 国際分類第８版 3
16,35,41  【16】印刷物

 【35】経営の診断又は経営に関する助言，事業の管理，事業の管理・運営に関する助言
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

485 建設業改善士
通常:
標準

2002/4/19 2002-037393 拒絶査定 国際分類第８版 3
16,35,41  【16】印刷物

 【35】経営の診断又は経営に関する助言，事業の管理，事業の管理・運営に関する助言
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

486 介護食士
通常:
標準

2002/5/9 2002-037679 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画
又は運営，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。），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

487 管理介護食士
通常:
標準

2002/5/16 2002-039908 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画
又は運営，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。），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

488 介護食管理士
通常:
標準

2002/5/16 2002-039909 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画
又は運営，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。），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

489 固定資産評価士
通常:
標準

2002/5/21 2002-041275 拒絶査定 国際分類第８版 1
36 【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の

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

490 福祉介護食士
通常:
標準

2002/5/27 2002-043385 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画
又は運営，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。），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

491 焼士 通常 2002/5/9 2002-044007 2003/3/14 4652343 2013/3/14 国際分類第８版 3

30,41,43  【30】たこ焼
 【41】たこ焼の作り方の教授

【43】飲食物の提供

492 経営戦略士
通常:
標準

2002/6/6 2002-047017 拒絶査定 国際分類第８版 2

35,41 【35】経営戦略及びその実践に関する企画及び立案，経営戦略の立案・実践に関する指導
及び助言，経営戦略の立案・実践に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提
供，市場調査，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら

 に準ずる事務用機器の操作，求人情報の提供
【41】経営戦略の立案・実践に関する知識の教授，経営戦略の立案・実践に関するセミ
ナー・講演会・会合の企画・運営又は開催，経営戦略に関する書籍の制作，経営戦略に関
するビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），経営戦略に関する録音済み
磁気テープの貸与，経営戦略に関する録画済み磁気テープの貸与
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493 経営情報戦略士
通常:
標準

2002/6/6 2002-047019 拒絶査定 国際分類第８版 2

35,41 【35】経営戦略及びその実践に関する企画及び立案，経営戦略の立案・実践に関する指導
及び助言，経営戦略の立案・実践に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提
供，市場調査，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら

 に準ずる事務用機器の操作，求人情報の提供
【41】経営戦略の立案・実践に関する知識の教授，経営戦略の立案・実践に関するセミ
ナー・講演会・会合の企画・運営又は開催，経営戦略に関する書籍の制作，経営戦略に関
するビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），経営戦略に関する録音済み
磁気テープの貸与，経営戦略に関する録画済み磁気テープの貸与

494 法務士
通常:
標準

2002/6/12 2002-048651 拒絶査定 国際分類第８版 2

41,42 【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
【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

495 地震予測士 通常 2002/6/13 2002-049058 拒絶査定 国際分類第８版 1

42 【42】電磁波ノイズ・イオン濃度・電離層変化・地下水の水位変化・植物反応・動物反応等の
地震予兆とされる自然現象の調査又は研究，電磁波ノイズ・イオン濃度・電離層変化・地下
水の水位変化・植物反応・動物反応等の地震予兆とされる自然現象を検出する機械・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，
地震情報の提供，電磁波ノイズを検出する機械器具に関する試験又は研究

496 多練士
通常:
標準

2002/6/18 2002-055710 2003/6/13 4680971 2013/6/13 国際分類第８版 1

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，左官工事，大工
工事，れんが又はブロックの工事，ガラス工事，鉄筋工事，塗装工事，土工又はコンクリー
トの工事，防水工事，管工事，さく井工事，電気通信工事，内装仕上工事，建築一式工事・
しゅんせつ工事・土木一式工事・舗装工事・石工事・左官工事・大工工事・れんが又はブ
ロックの工事・ガラス工事・鉄筋工事・塗装工事・土工又はコンクリートの工事・防水工事・
管工事・さく井工事・電気通信工事・内装仕上工事に関する監理又は助言

497 羽毛診断士
通常:
標準

2002/7/8 2002-056778 2005/8/12 4886286 2015/8/12 国際分類第８版 3
35,37,41  【35】商品の販売に関する情報の提供，寝具類の購入に関する指導・助言

 【37】寝具類の修理，寝具類の修理に関する情報の提供
【41】知識の教授

498 介助サービス士 通常 2002/6/24 2002-057575 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】介助者育成のための教育・訓練、介助に関する技術の検定の実施

499 知的財産管理士 通常 2002/6/28 2002-059232 拒絶査定 国際分類第８版 1

42 【42】工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事件その他に関する
法律事務，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，登記又は供託に関する手続の
代理，デザインの考案，通訳，翻訳

500 知的財産調査士 通常 2002/6/28 2002-059233 拒絶査定 国際分類第８版 1

42 【42】工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事件その他に関する
法律事務，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，登記又は供託に関する手続の
代理，デザインの考案，通訳，翻訳

501 リフォーム三銃士
通常:
標準

2002/7/2 2002-060160 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】建築工事
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502 企業活力支援士
通常:
標準

2002/7/22 2002-061162 拒絶査定 国際分類第８版 1

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

503 ＳＥｍＰＲＥ　高士 通常 2002/7/30 2002-064360 2003/10/24 4720696 2013/10/24 国際分類第８版 1

35 【35】インターネット及びパソコン通信等の電子計算機端末通信による商品の販売に関する
情報の提供，郵便・パソコン通信・インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関す
る事務処理の代行，被服・靴類の販売に関する情報の提供，日常用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

504 美容療法士
通常:
標準

2002/8/1 2002-065298 拒絶査定 国際分類第８版 2

41,44  【41】技芸・スポーツ又は知識の教授
【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

505 サプリメント管理指導士
通常:
標準

2002/7/17 2002-065408 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】健康補助食品の知識の教授，健康補助食品のイベントの企画・運営又は開催

506 サプリメント管理士
通常:
標準

2002/7/17 2002-065409 2003/8/15 4700341 2013/8/15 国際分類第８版 1

41 【41】栄養補助食品の知識の教授

507 内装士
通常:
標準

2002/8/8 2002-067387
出願却下処分（方式
指令）

国際分類第８版 1

37 【37】内装仕上工事

508 内装士
通常:
標準

2002/8/8 2002-067395 2003/8/1 4695770 2013/8/1 国際分類第８版 1

37 【37】内装仕上工事

509
ヘアケアアドバイザー＼毛髪診
断士

通常 2002/8/12 2002-068655 拒絶査定 国際分類第８版 1

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

510 販売士
通常:
標準

2002/8/13 2002-069090
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版 1
41 【41】インターネットを利用した検定試験に関する情報の提供
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511 お茶の水ｅ博士
通常:
標準

2002/8/19 2002-070059 拒絶査定 国際分類第８版 5

09,16,35,41,42 【09】電子出版物，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，
電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用
の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイム
スタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵
便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨
作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用
テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械
器具，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
【16】印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写
真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッ
チキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸
版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛
筆削り 装飾塗工用ブラシ 紙製幼児用おしめ 紙製包装用容器 紙製テーブルクロス 紙

512 職業倫理指導士
通常:
標準

2002/8/22 2002-071079 拒絶査定 国際分類第８版 1
35 【35】インターネットを利用した広告及びその他の広告，経営の診断及び指導，経営・経済

に関する情報の提供，書籍の販売に関する情報の提供

513 外断熱施工士 通常 2002/8/19 2002-075533 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】職人による外断熱外壁に関する建築一式工事

514 黒魔道士
通常:
標準

2002/9/26 2002-081963 2003/9/19 4710349 2013/9/19 国際分類第８版 2

35,41 【35】芸能実演家のファンクラブの運営，コマーシャル音楽の制作の企画，キャラクター商品
 の製造及び販売に関する企画

【41】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，演芸の上演，演劇の演出
又は上演，音楽の演奏

515 音楽療法専門士 通常 2002/9/13 2002-083425 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】音楽療法と医学の研究・検査，音楽療法と免疫の研究・検査，音楽を媒介とする予防
と治療，モーツアルト・バッハ療法，音楽の処方箋

516 名づけ博士
通常:
標準

2002/10/3 2002-084202 2003/5/23 4675779 2013/5/23 国際分類第８版 2

16,45 【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文

 房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【45】ファッション情報の提供，新聞記事情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性
の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，葬儀の執行，墓地又は納骨堂の
提供，施設の警備，身辺の警備，個人の身元又は行動に関する調査，姓名判断，占い，身
の上相談 家事の代行 衣服の貸与 祭壇の貸与 火災報知機の貸与 消火器の貸与

517 ＢＳＩＪ＼建築積算士 通常 2002/10/31 2002-092374 2005/11/18 4909438 2015/11/18 国際分類第８版 1

41 【41】建築積算に関する知識及び技能の検定試験，建築積算に関する知識の教授，建築
積算に関する知識及び技能の検定試験に関するセミナーの企画・運営又は開催，建築積
算に関する知識及び技能の検定試験に関する電子出版物の提供，建築積算に関する知
識及び技能の検定試験に関する図書及び記録の供覧，建築積算に関する知識及び技能
の検定試験に関する書籍の制作，建築積算に関する知識及び技能の検定試験に関する

518 理美容福祉士 通常 2002/11/5 2002-093220 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院・在宅などに出張訪問して行う理容・美
容，その他の理容・美容

519 医食同源指導士 通常 2002/11/6 2002-093926 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画
又は運営，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），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

520 住宅メンテナンス診断士
通常:
標準

2002/10/21 2002-094137 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】住宅の維持管理に関する診断及び指導，建築一式工事，基礎工事，石工事，ガラス
工事，左官工事，大工工事，タイル・レンガ又はブロックの工事，建具工事，内装工事，塗
装工事，防水工事，屋根工事，管工事，住宅設備に関する工事，電気工事，ガス工事，土
工又はコンクリート工事，鋼構造物工事，鉄筋工事，外構工事，煙突工事，白蟻・害虫工事
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521 心の対話士
通常:
標準

2002/11/15 2002-096725 2003/6/27 4687362 2013/6/27 国際分類第８版 4

16,41,43,44  【16】新聞，雑誌，定期的に刊行される小冊子
【41】孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・
生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除
く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する知織の教授，孤独感・疎外感・孤立
感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ
等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての
精神的な援助を行う人材の養成，孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂し
さ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科
による治療を要する人を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する講演・研修

 会の企画・運営又は開催
 【43】老人を含む要介護者の介護に関する相談・調査及び研究

【44】人材派遣による孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気
持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を
要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助，孤独感・疎外感・孤立感・喪失
感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩み
を有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な

522 包装士
通常:
標準

2002/12/5 2002-103002 拒絶査定 国際分類第８版 1

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

523 ニチハ外壁材リフォーム施工士
通常:
標準

2002/12/18 2002-106810 2003/8/29 4705528 2013/8/29 国際分類第８版 1

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

524
ニチハ外壁材リフォーム下地診
断士

通常:
標準

2002/12/18 2002-106811 2003/8/29 4705529 2013/8/29 国際分類第８版 1

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

525 環境管理士 通常 2002/12/20 2002-108244 拒絶査定 国際分類第８版 3

16,35,41 【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文

 房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【35】環境管理を専門に行う個人又は団体の登録又は顕彰，環境管理を行う者の技能度の

 登録，環境専門家又は環境専門事業団体に関する資料収集・調査又は研究
【41】環境管理に関する知識・技能又は教育プログラムの教授・評価・検定又は認定，その
他の知識・技能の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記
録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画
の上映・制作又は配給，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。） 図書の貸与 レコード又は録音済み磁気テープの貸

526 ホテル南富士
通常:
標準

2002/12/25 2002-109193 2003/9/5 4707189 2013/9/5 国際分類第８版 1
43 【43】宿泊施設の提供，飲食物の提供
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527 おウチの栄養士
通常:
標準

2002/12/26 2002-110045
出願却下処分（登
録）

国際分類第８版 3

41,42,44 【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸

 与，野菜に関する知識の教授
【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

528 ビジネスホテル新富士 通常 2003/1/29 2003-005750 2003/8/29 4704755 2013/8/29 国際分類第８版 1

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

529 訪問対話士
通常:
標準

2003/2/6 2003-008524 2003/9/26 4712818 2013/9/26 国際分類第８版 4

16,41,43,44  【16】新聞，雑誌，定期的に刊行される小冊子
【41】孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・
生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除
く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する知織の教授，孤独感・疎外感・孤立
感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ
等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての
精神的な援助を行う人材の養成，孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂し
さ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科
による治療を要する人を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する講演・研修

 会の企画・運営又は開催
 【43】老人を含む要介護者の介護に関する相談・調査及び研究

【44】人材派遣による孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気
持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を
要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助，孤独感・疎外感・孤立感・喪失
感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩み
を有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な

530 トイレクリーニング士
通常:
標準

2003/2/6 2003-008660 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】トイレの修理・整備又は保守

531 トイレ提案士
通常:
標準

2003/2/6 2003-008661 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】トイレの修理・整備又は保守

532 管理健康介助士 通常 2003/1/22 2003-008939 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】健康管理に関する指導及び助言，介助技術の向上による病気予防技術の指導及び
助言

533 健康介助サービス士 通常 2003/1/22 2003-008940 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】健康管理に関する指導及び助言，介助技術の向上による病気予防技術の指導及び
助言
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534 介護保険事務士
通常:
標準

2003/2/19 2003-012546 2005/7/8 4877694 2015/7/8 国際分類第８版 1

42 【42】介護保険法に基づく保険給付の請求事務に関する代理・代行

535 樹木診断士
通常:
標準

2003/2/20 2003-012936 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，雑草の防除，有害動物の防除
（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），動物の飼育，動物の治療，樹木への施術，
植木の貸与，農業用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，芝刈機の貸与

536 健康管理士 通常 2003/2/6 2003-013692 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】健康管理・予防医学に関する講演会の企画・運営又は開催健康管理・予防医学に関
するカウンセリング及び相談活動健康管理・予防医学に関する情報の提供及びその仲介
健康管理・予防医学に関する書籍の制作

537 マクラ診断士＼枕診断士 通常 2003/2/28 2003-015703 2006/1/13 4920647 2016/1/13 国際分類第８版 3

20,37,41  【20】まくら
 【37】まくらの調節・修理

【41】まくら調節の資格認定の実施

538 環境園芸士 通常 2003/2/28 2003-015912 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】園芸・造園・緑化に関する知識・技術の教授，その他の知識の教授

539 心療回想士 通常 2003/2/17 2003-016997 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】回想法に関する教育訓練、インタビュー技術、技術検定、回想療法の指導。

540 生活救急士
通常:
標準

2003/3/7 2003-018315 拒絶査定 国際分類第８版 4

37,39,41,45 【37】自動車の修理又は整備，台所・浴室・洗面室・便所の修理又は保守，錠前の取付又
は修理，自転車の修理，電気自転車の修理，二輪自動車の修理又は整備，エレベーター
の修理又は保守，火災報知機の修理又は保守，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，ガス湯沸かし器の修理又は保守，加熱器の修理又は保守，なべ類の修理又
は保守，浴槽類の修理又は保守，ガラス工事，水道施設工事，船舶の修理又は整備，航

 空機の修理又は整備，浄水装置の修理又は保守
【39】自動車による事故あるいは故障の自動車の輸送，自動車による事故あるいは故障の
二輪自動車の輸送，自動車による事故あるいは故障の電気自転車の輸送，牽引車による
事故あるいは故障の自動車の輸送，牽引車による事故あるいは故障の二輪自動車の輸
送，牽引車による事故あるいは故障の電気自転車の輸送，自動車の貸与，二輪自動車の

 貸与，自転車の貸与，電気自動車の貸与
【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，資格取得講座にお
ける知識の教授，資格認定試験・資格検定試験・就職試験その他認定・検定試験及びそ

 れらの模擬試験の実施
【45】急病その他の緊急時における緊急事態の通報及び通報の代行，警備上の異常が検
知された施設への緊急出動 施設の警備 身辺の警備 火災報知機の貸与 消火器の貸

541 ホームページ診断士
通常:
標準

2003/3/17 2003-020912 拒絶査定 国際分類第８版 1

42 【42】インターネットにおけるホームページの作成及びこれに関する助言，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，計測器の貸与，電子計
算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸与

542 傾聴療法士 通常 2003/3/24 2003-022727 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】心理相談，心理療法
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543 ヘンカム＼爪研磨技士 通常 2003/3/25 2003-023376 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】爪研磨を主とする爪の美容，爪研磨を主とする爪の美容に関する情報の提供，美容
院用の爪研磨用機械器具の貸与

544 防カビ施工管理士
通常:
標準

2003/3/31 2003-025563 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】防カビに関する施工工事・修理・保守又は管理

545 防犯診断士
通常:
標準

2003/3/12 2003-025691 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】防犯設備機器の設置工事及び保守

546 芳香療法管理指導士 通常 2003/3/17 2003-026075 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

547 芳香療法実践指導士 通常 2003/3/17 2003-026076 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

548 防犯診断士
通常:
標準

2003/3/24 2003-028755 拒絶査定 国際分類第８版 2

16,41  【16】新聞，雑誌
【41】建物の防犯に関する知識の教授

549 医療事務管理士
通常:
標準

2003/4/10 2003-028835 2005/10/21 4902978 2015/10/21 国際分類第８版 1

41 【41】医療事務に関する知識の教授，医療事務に関するセミナー・講習会・研究会の企画・
運営・開催

550 介護事務管理士
通常:
標準

2003/4/10 2003-028836 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】介護事務に関する知識の教授，介護事務に関するセミナー・講習会・研究会の企画・
運営・開催

551 調剤事務管理士
通常:
標準

2003/4/10 2003-028837 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】調剤事務に関する知識の教授，調剤事務に関するセミナー・講習会・研究会の企画・
運営・開催

552 心身管理療法士
通常:
標準

2003/4/18 2003-031766 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，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
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553 機動戦士 分割 2003/4/23 2003-033132 2004/12/10 4823665 2014/12/10 国際分類第８版 2

38,42 【38】選択可能なドメインネームによる通信ネットワークでの接続の提供，選択可能なドメイ
 ンネームによる通信ネットワークでの接続の提供に関する情報の提供

【42】ドメインネームの使用によりアクセス可能なサーバーの記憶領域の貸与，ドメインネー
ムの使用によりアクセス可能なサーバーの記憶領域の貸与に関する情報の提供

554 健康管理指導士 通常 2003/5/2 2003-035932 2006/3/31 4940529 2016/3/31 国際分類第８版 1

41 【41】予防医学及び健康管理に関する知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教
授，予防医学及び健康管理に関するセミナーの企画・運営又は開催，献体に関する情報の
提供，献体の手配，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，放送番組の
制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除
く。），放送番組の制作における演出，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演
劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸
与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，
ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，書画の貸与，写真の撮影

555 防災士 通常 2003/4/22 2003-037416 2005/1/21 4833713 2015/1/21 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の
知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の検定試験，防災専門知
識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導
知識及び技能の教授，防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・
救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の質の証明を含む。），動物の調教，図書
及び記録の供覧，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，
映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レ
コード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，録画済みビデオディ

556 広告診断士
通常:
標準

2003/4/28 2003-039864 拒絶査定 国際分類第８版 1
35 【35】広告、広告に関する助言・指導及び情報の提供

557 経営経理士 通常 2003/4/25 2003-039870 2006/3/31 4939995 2016/3/31 国際分類第８版 2

16,35  【16】新聞，雑誌
【35】コンピューターデータベースへの情報編集，コンピューターデータベースへの情報構
築，コンピューターによるファイルの管理，会計事務の代行，財務諸表の作成，原価分析，
簿記，経営の診断及び指導，経済予測，市場の調査，市場の研究，世論調査，経理事務
処理の代行，事業の調査，事業の評価，競売の運営，事業の管理及び組織に関する助
言，専門的な事業に関する助言，事業の管理に関する援助，人事管理に関する助言，企
業における採用活動に関する指導及び助言，事業情報の提供，商業に関する情報の提
供，統計的情報の提供，書類の複製，輸出入に関する事務の代行，給与計算に関する事

558 建物診断士
通常:
標準

2003/5/26 2003-042802 拒絶査定 国際分類第８版 1
36 【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の

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，

559 設備診断士
通常:
標準

2003/5/26 2003-042803 拒絶査定 国際分類第８版 1
36 【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の

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

560 臨床経営士
通常:
標準

2003/5/29 2003-044188 拒絶査定 国際分類第８版 5

09,16,35,41,42 【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磁気ディスク・コンパ
クトディスク・その他の記録媒体，電子応用機械器具及びその部品，録音済みの磁気テー
プ・磁気ディスク・コンパクトディスク・その他の記録媒体，レコード，録画済みのビデオディ

 スク・ビデオテープ・その他の記録媒体，電子出版物
 【16】雑誌，新聞，書籍，印刷物

 【35】経営の診断又は経営に関する助言
 【41】経営に関する知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の性能・操作方法等に
関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供

561 賃貸不動産管理士
通常:
標準

2003/6/2 2003-044986 2004/1/9 4739259 2014/1/9 国際分類第８版 2

36,41 【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，賃貸住宅の管理，賃貸住宅の管理に関する指導・助言，建物又は土地の貸与に関す

 る助言・相談
【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

562 建物診断士
通常:
標準

2003/6/3 2003-045502 拒絶査定 国際分類第８版 3

37,41,42  【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
 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

【42】建築物の設計，建築又は都市計画に関する研究
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563 設備診断士
通常:
標準

2003/6/3 2003-045503 拒絶査定 国際分類第８版 3

37,41,42  【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
 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

【42】建築物の設計，建築又は都市計画に関する研究

564 地域福祉士 通常 2003/5/23 2003-046944 拒絶査定 国際分類第８版 2

41,43  【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催
【43】老人の養護，保育所における乳幼児の保育

565 コミュニティ福祉士 通常 2003/5/30 2003-049335 拒絶査定 国際分類第８版 1

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

566
トイレリピートメンテナンス技能
士

通常:
標準

2003/6/24 2003-052156 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】トイレの修理・整備又は保守

567
トイレリフレッシュメンテナンス技
能士

通常:
標準

2003/6/24 2003-052157 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】トイレの修理・整備又は保守

568 外食産業経営士
通常:
標準

2003/6/25 2003-052776 国際分類第８版 1

41 【41】飲食物の提供に従事する者の資格認定試験の実施及び資格認定

569 外食産業管理士
通常:
標準

2003/6/25 2003-052777 国際分類第８版 1

41 【41】飲食物の提供に従事する者の資格認定試験の実施及び資格認定

570 外食産業サービス士
通常:
標準

2003/6/25 2003-052778 国際分類第８版 1

41 【41】飲食物の提供に従事する者の資格認定試験の実施及び資格認定

571 外食調理管理士
通常:
標準

2003/6/25 2003-052779 国際分類第８版 1

41 【41】飲食物の提供に従事する者の資格認定試験の実施及び資格認定

572 外食調理技能士
通常:
標準

2003/6/25 2003-052780 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】飲食物の提供に従事する者の資格認定試験の実施及び資格認定

573 臨床美術士
通常:
標準

2003/7/8 2003-056699 国際分類第８版 1

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，植物の供覧，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・又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，
演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・ス
ポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作におけ
る演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるもの
の操作，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・
競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），音響用又は映像用のスタジオ
の提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のため
の施設の提供，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，
ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁
気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，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

574 シミぬき博士 通常 2003/6/24 2003-057168 2004/2/27 4750725 2014/2/27 国際分類第８版 1

37 【37】傘の修理，靴の修理，毛皮製品の手入れ又は修理，洗濯，被服のプレス，被服の修
理，床敷物の清掃，洗濯の取り次ぎ

575 浴室診断士
通常:
標準

2003/7/2 2003-060269 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】照明用器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，ガス湯沸かし器の修理
又は保守，浴槽類の修理又は保守，浴槽又は浴槽がまの清掃，乾燥装置の修理又は保
守，風呂給湯機の修理又は保守，太陽熱利用温水器の修理又は保守，ボイラーの修理又
は保守，浴室ユニットの修理又は保守，家庭用電熱用品類の修理又は保守，風呂釜の修
理又は保守，給排気管の修理又は保守
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576 お湯まわり診断士
通常:
標準

2003/7/2 2003-060270 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】建築一式工事，土木一式工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの
工事，内装仕上工事，管工事，照明用器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保
守，ボイラーの修理又は保守，ガス湯沸かし器の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修
理，浴槽類の修理又は保守，浴槽又は浴槽がまの清掃，便器・便槽又は浄化槽の修理又

577 ガス機器診断士
通常:
標準

2003/7/2 2003-060271 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】建築一式工事，内装仕上工事，管工事，暖冷房装置の修理又は保守，ボイラーの修
理又は保守，ガス湯沸かし器の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守，乾燥装置の修理
又は保守，風呂給湯機の修理又は保守，太陽熱利用温水器の修理又は保守，浴室ユニッ
トの修理又は保守，家庭用電熱用品類の修理又は保守

578 医療連携管理士 通常 2003/7/31 2003-064646 2006/3/31 4940530 2016/3/31 国際分類第８版 1

41 【41】医療機関（医師，看護師，事務スタッフを含む）及び患者との間で在宅医療・訪問診療
を調整するための資格の認定，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，電
子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，放送番組の制作，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）

579 医療連携管理士 通常 2003/7/31 2003-064647 国際分類第８版 1

44 【44】医療機関（医師，看護士，事務スタッフを含む）と患者との間で行う在宅医療・訪問医
療の調整，美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料
の散布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん
摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の
提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，
農業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又
は理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

580 日本綜合医学会食養修士
通常:
標準

2003/8/1 2003-065045 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】食を基本とした綜合医学的立場からの養生・健康・生活指導の知識の教授

581 ＴＯＢＫＡＳ減量指導士
通常:
標準

2003/8/7 2003-067055 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

582 整骨学博士 通常 2003/7/25 2003-067889 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】国家資格取得講座における教授

583 整骨博士 通常 2003/7/25 2003-067890 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】国家資格取得講座における教授

584 接骨博士 通常 2003/7/25 2003-067891 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】国家資格取得講座における教授

585 接骨学博士 通常 2003/7/25 2003-067892 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】国家資格取得講座における教授

586 環境管理士 通常 2003/8/11 2003-068250 2004/8/13 4794453 2014/8/13 国際分類第８版 2

41,42 【41】環境管理に関する知識又は技能の教授，環境管理に関する検定試験の実施及び認
定，その他の知識又は技能の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，
図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は
運営，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ
の制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），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
【42】環境管理システム又は環境管理技術に関する審査・登録・認定書の発行又は情報の

587 ユニバーサルサービス士 通常 2003/7/29 2003-068909 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技能審査資格取得における教授，技能審査試験の実施

588 計数士 通常 2003/7/29 2003-068911 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技能審査資格取得における教授，技能審査試験の実施
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589 福音伝道士 通常 2003/7/29 2003-069206 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】電子計算機およびソフトウェアに関する教育及びその他の付帯事項

590 日本糖尿病療養指導士
通常:
標準

2003/8/27 2003-073453 2006/3/24 4938830 2016/3/24 国際分類第８版 2

16,41  【16】糖尿病患者の療養指導を行う者に関する印刷物
【41】糖尿病患者の療養指導方法を学ぶ者に対する教育，糖尿病患者の療養指導を行う
者に対する資格の検定の実施，糖尿病患者の療養指導を行う者に対する資格の認定

591 販売士
分割:
標準

2003/8/27 2003-073670 国際分類第８版 2

16,35  【16】印刷物
【35】インターネットのホームページを利用した広告，職業（職種・職務）適性検査

592 惣菜管理士
通常:
標準

2003/8/29 2003-074825 2005/1/28 4835976 2015/1/28 国際分類第８版 3

16,41,44  【16】新聞，雑誌，写真
【41】惣菜に関する知識の教授，惣菜に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付
与，惣菜に関するセミナーの企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運営又は開
催，電子出版物の提供，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・
放送番組・広告用のものを除く。），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
【44】惣菜についての栄養の指導・相談・助言・情報の提供

593 惣菜士
通常:
標準

2003/8/29 2003-074826 拒絶査定 国際分類第８版 2

41,44 【41】惣菜に関する知識の教授，その他の知識の教授，惣菜に関する資格試験の実施及び
資格の認定・資格の付与，惣菜に関するセミナーの企画・運営又は開催，その他のセミ
ナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ
用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），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
【44】惣菜に関する指導・相談・助言・食品管理・情報の提供

594 顕微画像診断士
通常:
標準

2003/9/2 2003-075493 拒絶査定 国際分類第８版 1
44 【44】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，医療用機械器具の貸与

595 聴診器診断士
通常:
標準

2003/9/2 2003-075494 拒絶査定 国際分類第８版 1
44 【44】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，医療用機械器具の貸与

596 生活文化経営指導士 通常 2003/9/3 2003-075845 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・コンパクトディスク・光学式ビデオディスクの制作（映像・
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等の制作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・音楽また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

597 生活文化設計士 通常 2003/9/3 2003-075846 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・コンパクトディスク・光学式ビデオディスクの制作（映像・
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等の制作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・音楽また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

598 おウチの栄養士
分割:
標準

2003/9/4 2003-076367 拒絶査定 国際分類第８版 1
43 【43】料理のレシピに関する情報の提供，飲食物の提供に関する情報の提供

599 あづま小富士
通常:
標準

2003/9/24 2003-082628 拒絶査定 国際分類第８版 1
43 【43】飲食物の提供

600 環境教育士
通常:
標準

2003/9/25 2003-083170 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

601 野生生物管理士
通常:
標準

2003/9/25 2003-083171 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授
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602 靴調整士 通常 2003/9/30 2003-085143 国際分類第８版 1

37 【37】靴の修理，靴の形状寸法の修正

603 環境教育士
通常:
標準

2003/10/10 2003-089023 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】環境教育および環境学習に関する講習会・観察会・実験・実習・自然体験活動・社会
奉仕活動を含む社会教育事業の開催・企画・運営および助言・監修，環境教育および環境
学習に関する指導法の教授・指導者の養成および指導能力の評価・認定，環境教育およ
び環境学習に関する出版物（電子出版物および映像出版物を含む）の企画・制作・編集お
よび助言・監修，自然環境の保全・再生・創出に関する講習会・観察会・実験・実習・自然体
験活動・社会奉仕活動を含む社会教育事業の開催・企画・運営および助言・監修

604
賃貸生活研究所＼「賃貸博士」
∞わしが＼案内＼しよう！∞賃
貸博士

通常 2003/10/24 2003-098301
出願却下処分（登
録）

国際分類第８版 4

35,36,42,45 【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売
に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取り次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子
計算機・タイプライター・テレックスまたはこれらに準ずる事務用機器の操作，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，アンケート調査に関する情報の提供，イン
ターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した広告及び広告の代理，イ
ンターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供及び広告の代理，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，街頭および店頭に

 おける広告物の配布，ダイレクトメールによる広告物の配布
【36】金融に関する情報の提供，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及
び定期積金の受け入れ，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

605 賃貸博士
通常:
標準

2003/10/24 2003-098305
出願却下処分（登
録）

国際分類第８版 4

35,36,42,45 【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売
に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取り次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子
計算機・タイプライター・テレックスまたはこれらに準ずる事務用機器の操作，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，アンケート調査に関する情報の提供，イン
ターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した広告及び広告の代理，イ
ンターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供及び広告の代理，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，街頭および店頭に

 おける広告物の配布，ダイレクトメールによる広告物の配布
【36】金融に関する情報の提供，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及
び定期積金の受け入れ，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

606 シックハウス診断士
通常:
標準

2003/10/25 2003-098897 拒絶査定 国際分類第８版 2

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】建築工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，暖冷房装置の修理
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，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，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，化学機械器具の修理又は保
守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は
保守，美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修理又
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，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 浴槽又は浴槽がまの清掃 電話機の消毒 医療用機械器具の殺菌・滅菌 床洗
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607 シックハウス診断士
通常:
標準

2003/10/25 2003-098898 拒絶査定 国際分類第８版 1

42 【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，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，計測
器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸

608 渋滞博士
通常:
標準

2003/10/28 2003-099990 2004/7/23 4788394 2014/7/23 国際分類第８版 2

09,39 【09】電気通信機械器具，携帯用通信機械器具，車両用通信機械器具，乗物用ナビゲー
ション装置，ビーコン機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラ

 ム
【39】道路の混雑情報・高速道路の閉鎖情報・道路上の事故情報・道路の工事情報その他
の道路情報の提供，電気通信手段を用いた道路情報の提供，移動体通信の手段を用い

609 防除専門士
通常:
標準

2003/11/17 2003-101696 拒絶査定 国際分類第８版 2
37,44  【37】有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。）

【44】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。）

610 環境建築士
通常:
標準

2003/11/6 2003-102414 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】セミナーの手配及び運営，シンポジウムの手配及び運営，研修会の手配及び管理，

書籍の制作，会員制による教育・娯楽の提供，教育情報の提供，教育上の試験の実施，
知識又は技芸の教授，ニュースレポーターによる取材・報告

611 社会調査士
通常:
標準

2003/11/13 2003-106158 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】教育

612 専門社会調査士
通常:
標準

2003/11/13 2003-106159 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】教育

613 ハウスクリーニング士
通常:
標準

2003/12/4 2003-107880 拒絶査定 国際分類第８版 2

37,41 【37】建築物の日常清掃，建築物の定期清掃，建築物外部の清掃，建築物内部の清掃，住
宅の室内清掃，貯水槽の清掃，排水管の清掃，外壁の清掃，台所換気扇の清掃，浴室の
清掃，エアーコンディショナーの清掃，床の清掃，床敷物の清掃，床磨き，内壁の清掃，トイ
レの清掃，台所の清掃，照明器具の清掃，窓の清掃，網戸の清掃，バルコニーの清掃，住

 宅機器の清掃，家具の清掃，衛生害虫の駆除
【41】建築物の日常清掃作業，建築物の定期清掃作業，建築物外部の清掃作業，建築物
内部の清掃作業，住宅の室内清掃作業，貯水槽の清掃作業，排水管の清掃作業，外壁の
清掃作業，台所換気扇の清掃作業，浴室の清掃作業，エアーコンディショナーの清掃作
業，床の清掃，床敷物の清掃作業，床磨き，内壁の清掃作業，トイレの清掃作業，台所の
清掃作業，照明器具の清掃作業，窓の清掃作業，網戸の清掃作業，バルコニーの清掃作
業，住宅機器の清掃作業，家具の清掃作業，衛生害虫の駆除作業，並びにこれらに関す

614 美容介護士 通常 2003/12/1 2003-111565 拒絶査定 国際分類第８版 2

41,44  【41】技芸・スポーツ又は知識の教授
【44】美容・理容

615 サステナ博士
通常:
標準

2003/12/18 2003-112940 2004/8/20 4796665 2014/8/20 国際分類第８版 1

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

616 住環境管理士 通常 2003/12/9 2003-113571 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】資格認定の為の資格名

617 住環境整備士 通常 2003/12/9 2003-113572 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】資格認定の為の資格名

618 朗読療法士
通常:
標準

2003/12/24 2003-114502 拒絶査定 国際分類第８版 1

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved. URL:http://www.tm-library.com/ 63／87



○○士商標（役務限定）.xls 2006/5/19

No. 商標（見本） 商標 種別 出願日 出願番号 登録日 登録番号 満了日 終処分 法区分 区分数 区分 指定商品・役務

619 融資査定診断士
通常:
標準

2003/12/25 2003-114868 拒絶査定 国際分類第８版 3

35,36,41 【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく
は証明に関する情報の提供，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理
又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープの
ファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操
作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及

 びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【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

620 ネーミング士
通常:
標準

2003/12/26 2003-117035 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】人名・商品・役務の名称の考案及びネーミングに関する情報を各種専門学校・通信教

育による教授

621 商業立地診断士
通常:
標準

2004/1/7 2004-000705 拒絶査定 国際分類第８版 1
35 【35】店舗開設に伴う情報の提供及び助言，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

622 パソコン入力技能士
通常:
標準

2004/1/13 2004-001836 拒絶査定 国際分類第８版 1
35 【35】広告，事業の管理又は運営及び事務処理

623 味見士
通常:
標準

2004/1/7 2004-004688 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】料理の味の教授

624 日本料理味見士
通常:
標準

2004/1/7 2004-004689 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】日本料理の味の教授

625 フランス料理味見士
通常:
標準

2004/1/7 2004-004690 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】フランス料理の味の教授

626 中華料理味見士
通常:
標準

2004/1/7 2004-004691 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】中華料理の味の教授

627 イタリア料理味見士
通常:
標準

2004/1/7 2004-004692 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】イタリア料理の味の教授

628 試食士
通常:
標準

2004/1/7 2004-004693 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】料理の味の教授

629 日本料理試食士
通常:
標準

2004/1/7 2004-004694 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】日本料理の味の教授

630 フランス料理試食士
通常:
標準

2004/1/7 2004-004695 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】フランス料理の味の教授

631 中華料理試食士
通常:
標準

2004/1/7 2004-004696 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】中華料理の味の教授

632 イタリア料理試食士
通常:
標準

2004/1/7 2004-004697 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】イタリア料理の味の教授

633 食品味覚士
通常:
標準

2004/1/7 2004-004698 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】食品の味の教授

634 メンタルヘルス＼栄養指導士 通常 2004/1/14 2004-006169 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

635 臨床心理士 通常 2004/1/27 2004-006577 2004/10/8 4808560 2014/10/8 国際分類第８版 7

16,35,38,41,42,43,4
4

 【16】新聞，雑誌
 【35】職業のあっせん

 【38】放送
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画
又は運営，映画の上映・制作又は配給，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，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のた
めの施設の提供，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は
録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィ
ルムの貸与，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
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，著作権の利用に関する契約の代理又は
媒介，社会保険に関する手続の代理，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提
供 理化学機械器具の貸与
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636
日本音楽療法学会認定音楽療
法士

通常:
標準

2004/2/3 2004-008999 出願取下 国際分類第８版 1
44 【44】音楽を用いた病気の治療

637 司法行政調査士
通常:
標準

2004/1/19 2004-009530 拒絶査定 国際分類第８版 1

42 【42】個人の信用・身元・行動に関する調査及び情報の提供，家出人・失踪人・徘徊者・そ
の他行方不明者の捜査・発見及び保護並びに情報の提供，個人の身辺保護・ストーカー・
いじめ等からの保護及びそれらの防止・対策並びに情報の提供，企業の信用・機密漏洩・
不正事由等の発見・それらの防止及び対策並びに情報の提供，各種カード類等に関する
不正使用の調査及び不正使用の防止・不正使用に係わる各種カード類等の受け取り代行
並びに情報の提供，所在不明又は盗難にあった車両の捜査・発見及び受け取り代行並び
に情報の提供，損害保険・生命保険・国庫助成金・公的給付金・各種年金等の不正請求及
び不正受給の調査並びに情報の提供，探偵・興信による調査及び情報の提供

638 シンキッシ＼新吉士 通常 2004/2/6 2004-010194 2004/10/8 4808154 2014/10/8 国際分類第８版 2

30,43 【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，コーヒー豆，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，米
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，保育
所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施設の貸与，業務用加熱調
理機械器具の貸与，調理台の貸与，家具の貸与，タオルの貸与

639 福祉住環境リフォーム士 通常 2004/1/28 2004-011093 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】セミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授

640 健康運動指導士 通常 2004/2/12 2004-012028 2004/10/29 4814669 2014/10/29 国際分類第８版 3

16,41,44  【16】新聞，雑誌
【41】資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与，資格試験に関す
る情報の提供，健康・運動に関する知識・技能の認定試験・検定試験の実施及び称号の付
与，健康・運動に関する知識・技能の認定試験・検定試験に関する情報の提供，健康・運
動に関する指導者に対する健康及び健康のための運動の教授に関する情報の提供，技
芸・スポーツ又は知識の教授，セミナー・講習会・研究会の企画・運営又は開催，健康・運
動に関する指導者に対する教育研修，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，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。），
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。），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
【44】健康の指導及び助言，健康のための運動の指導及び助言，個人の健康維持・増進を
目的とする運動プログラムの作成及び指導 栄養の指導及び助言 健康及び健康のため

641 情報安全管理士 通常 2004/2/3 2004-013295 拒絶査定 国際分類第８版 3

09,41,42  【09】電気通信機械器具及びその部品，電子応用機械器具及びその部品
【41】情報処理のセキュリティマネージメントに関する知識の教授，国家資格取得講座にお
ける教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書
籍の制作，放送番組の制作，教育ビデオの制作，放送番組の制作における演出，映像機
器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，映画機
械器具の貸与，映写フィルムの貸与，図書の貸与，書画の貸与，写真の撮影，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。）
【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

642 介護予防士 通常 2004/2/17 2004-018314 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】高齢者の健康管理に関する指導及び助言，医業，歯科医業，検眼，精神分析，医療
看護，医療補助，カイロプラティック，マッサージ，予後保養所における医業，療養施設又
は看護施設における医業，薬局における助言，物理療法又は理学療法による治療，衛生
施設の貸与，保養所・療養所の提供，サナトリウムにおける医業，美容，理容

643 生活衛生専門士
通常:
標準

2004/3/4 2004-020018 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】知識の教授

644 お墓の診断書＼お墓診断士 通常 2004/3/23 2004-026915 拒絶査定 国際分類第８版 1

37 【37】墓の修理・保守，石工事・土木工事・造園工事の監理又は助言，建築一式工事，しゅ
んせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼構造物工事，左官工事，
大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工事，塗装工事，とび・土
工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，屋根工事，管工事，機
械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工事，建築設備の運転，
自転車の修理，自動車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，化学機械器具の
修理又は保守，火災報知機の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保
守，機械式駐車装置の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，鉱山機械器
具の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，製
本機械の貸与，測定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，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，土木機械器具の修理又は保守，
廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置の修理又は保守，半導体製造装置の
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，民生用電気機械器具の修理
又は保守 理化学機械器具の修理又は保守 建築物の外壁の清掃 窓の清掃 床敷物の

645
ＮＰＯ法人長野県カウンセラー
協会認定＼傾聴療法士

通常 2004/3/24 2004-027550 国際分類第８版 1

44 【44】心理相談，心理療法
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646 惣菜士
通常:
標準

2004/3/31 2004-030478 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】惣菜に関する知識の教授，その他の知識の教授，惣菜に関する資格試験の実施及び
資格の認定・資格の付与，惣菜に関するセミナーの企画・運営又は開催，その他のセミ
ナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ
用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），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，惣菜
に関する指導・相談・助言・食品管理・情報の提供

647 姿勢教育指導士
通常:
標準

2004/3/19 2004-030585 拒絶査定 国際分類第８版 1

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

648 価格調査士
通常:
標準

2004/4/6 2004-032260 2004/12/17 4827251 2014/12/17 国際分類第８版 2
16,41  【16】雑誌，新聞

【41】資格試験の実施・資格の認定，技芸・スポーツまたは知識の教授，セミナーの企画・
運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作

649 工事費調査士
通常:
標準

2004/4/6 2004-032266 2004/12/17 4827252 2014/12/17 国際分類第８版 2
16,41  【16】雑誌，新聞

【41】資格試験の実施・資格の認定，技芸・スポーツまたは知識の教授，セミナーの企画・
運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作

650 施工価格調査士
通常:
標準

2004/4/6 2004-032268 2004/12/17 4827253 2014/12/17 国際分類第８版 2
16,41  【16】雑誌，新聞

【41】資格試験の実施・資格の認定，技芸・スポーツまたは知識の教授，セミナーの企画・
運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作

651 建築コスト管理士
通常:
標準

2004/3/31 2004-034754 国際分類第８版 1

41 【41】建築コストの知識及び技能に関する検定試験，建築コストの知識及び技能に関する
教授，建築コストの知識及び技能に関するセミナーの企画・運営又は開催，建築コストの知
識及び技能に関する電子出版物の提供，建築コストの知識及び技能に関する図書及び記
録の供覧，建築コストの知識及び技能に関する書籍の制作，建築コストの知識及び技能に

652 感情心理士 通常 2004/4/13 2004-039733 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】心理教育に関する情報の提供

653 診療情報管理士
通常:
標準

2004/5/6 2004-041758 2005/4/15 4857222 2015/4/15 国際分類第８版 2

16,44 【16】印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写
真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッ
チキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸
版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛
筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィル
ム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，
紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキ
ン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロ

 ス，紙類，文房具類，書画，写真，写真立て
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，美容，理容，入浴施設の提供，
庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，雑草の防除，有害動物の防除（農
業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティッ
ク，きゅう，柔道整復，はり，栄養の指導，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

654 健康食品管理士 通常 2004/5/10 2004-042898 2005/5/27 4866477 2015/5/27 国際分類第８版 1

44 【44】健康食品又は栄養補助食品を用いた栄養指導

655 ウェブデザイン実務士 通常 2004/4/23 2004-043410 国際分類第８版 1

41 【41】教育

656 ＮＰＯ　実務士 通常 2004/4/23 2004-043413 国際分類第８版 1

41 【41】教育
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657 松保護士 通常 2004/4/30 2004-045268 2005/3/18 4846924 2015/3/18 国際分類第８版 1

42 【42】公害の防止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

658 マツ保護士 通常 2004/4/30 2004-045269 拒絶査定 国際分類第８版 1

42 【42】公害の防止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

659 まつ保護士 通常 2004/4/30 2004-045270 拒絶査定 国際分類第８版 1

42 【42】公害の防止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

660 カエル博士 通常 2004/5/19 2004-045900 2004/12/17 4826161 2014/12/17 国際分類第８版 1

41 【41】携帯電話に関する知識の教授・スポーツ・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・
運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，
映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，
演芸の上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作
（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声
機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行
の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行
及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），音響用又
は映像用のスタジオの提供，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，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，ネガフイルムの
貸与，ポジフイルムの貸与，おもちゃの貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮

661 分子栄養医学健康指導士 通常 2004/5/19 2004-045968 国際分類第８版 1

44 【44】栄養摂取及び健康管理に関する助言・情報の提供，栄養の指導，栄養に関する助
言・情報の提供，栄養の指導に関するコンサルティング，電子計算機端末による通信を利
用した栄養に関する情報の提供

662 分子整合栄養医学管理士 通常 2004/5/19 2004-045969 国際分類第８版 1

44 【44】栄養摂取及び健康管理に関する助言・情報の提供，栄養の指導，栄養に関する助
言・情報の提供，栄養の指導に関するコンサルティング，電子計算機端末による通信を利
用した栄養に関する情報の提供

663 血液栄養診断士 通常 2004/5/19 2004-045970 国際分類第８版 1

44 【44】栄養摂取及び健康管理に関する助言・情報の提供，栄養の指導，栄養に関する助
言・情報の提供，栄養の指導に関するコンサルティング，電子計算機端末による通信を利
用した栄養に関する情報の提供

664 血液栄養管理士 通常 2004/5/19 2004-045971 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】栄養摂取及び健康管理に関する助言・情報の提供，栄養の指導，栄養に関する助
言・情報の提供，栄養の指導に関するコンサルティング，電子計算機端末による通信を利
用した栄養に関する情報の提供
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665 闘魂三銃士
通常:
標準

2004/5/20 2004-046549 2004/12/10 4825192 2014/12/10 国際分類第８版 3

24,25,41 【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，

 ビリヤードクロス，布製ラベル
【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
【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，プロレスの興行の企画・運営又は開催，その他のスポーツの興行
の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・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

666 千代の富士 通常 2004/5/21 2004-046920 2005/7/15 4880751 2015/7/15 国際分類第８版 1

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

667 防災危機管理士 通常 2004/5/28 2004-049441 出願取下 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の
知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の検定試験，防災専門知
識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導
知識及び技能の教授，防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・
救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の質の証明を含む。），動物の調教，図書
及び記録の供覧，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，
映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レ
コード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，録画済みビデオディ

668 原子力防災士 通常 2004/5/28 2004-049442 出願取下 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授（防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の
知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の検定試験，防災専門知
識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導
知識及び技能の教授，防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・
救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の質の証明を含む。），動物の調教，図書
及び記録の供覧，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，
映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レ
コード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，録画済みビデオディ

669 バイオ経営士
通常:
標準

2004/5/19 2004-050198 拒絶査定 国際分類第８版 1
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

670 小動物栄養管理士
通常:
標準

2004/6/1 2004-050413 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】資格取得講座における教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，小動物の栄

養管理に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与，セミナーの企画・運営又
は開催

671 小動物健康管理士
通常:
標準

2004/6/1 2004-050415 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】資格取得講座における教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，小動物の健

康管理に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与，セミナーの企画・運営又
は開催
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672 千代の富士 通常 2004/6/9 2004-053205 2005/4/1 4853349 2015/4/1 国際分類第８版 17

11,14,16,18,20,21,2
4,25,26,28,29,30,31,
32,33,41,45

【11】暖冷房装置，業務用衣類乾燥機，水道用栓，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用
品類，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，あんどん，ちょうちん，あんか，

 かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，化学物質を充てんした保温保冷具
【14】キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩
振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，記念カップ，記
念たて，身飾品（「カフスボタン」を除く。），貴金属製のがま口及び財布，貴金属製コンパク

 ト，時計，貴金属製喫煙用具
【16】印刷用インテル，活字，電気式鉛筆削り，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオ
ル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙類，文房

 具類，印刷物，書画，写真，写真立て
 【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，
ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），うちわ，せんす，買物かご，家具，つい立

 て，びょうぶ
【21】なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），食器類（貴金属製のも
のを除く。），携帯用アイスボックス，水筒，魔法瓶，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，洋
服ブラシ，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，香炉，靴ブラシ，靴べら，靴磨

 き布，軽便靴クリーナー，シューツリー
 【24】布製身の回り品，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），布製ラベル

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，ず
 きん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，靴類，げた，草履類，仮装用衣服

【26】テープ，リボン，組みひも，衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金
属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製の

 ものを除く。），ワッペン，腕章
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー
ジャン用具 運動用具

673 お茶の間博士 通常 2004/6/1 2004-055496 2005/4/15 4856276 2015/4/15 国際分類第８版 1

41 【41】植物の供覧，庭園の供覧，洞窟の供覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品
の展示，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，セミナーの企画・運営
又は開催，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作，技芸・スポーツ又は知識の教
授，留学に関する情報の提供，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番
組・広告用のものを除く。），興行の運営又は開催（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，放送番組に
おける演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるも
のの操作，電子出版物の提供，スキー大会の興行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，スポーツの興行の企画・運営又は開催，音響用又は映像用の
スタジオの提供，当せん金付証票の発売，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の
座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，スキー用具の貸与，ス
キンダイビング用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，図書の貸与，カメラの貸与，ラジ
オ受信機の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィ
ルムの貸与，おもちゃの貸与，遊戯用器具の貸与，運動用具の貸与，書画の貸与，楽器の
貸与 写真の撮影 通訳 翻訳 録画済み磁気テープの貸与 映画機械器具の貸与 映

674 介護作法士 通常 2004/6/9 2004-057283 拒絶査定 国際分類第８版 2

16,41  【16】印刷物
【41】技芸、スポーツまたは知識の教授

675
セルフ・プレゼンブック制作技能
士

通常 2004/6/9 2004-057294 拒絶査定 国際分類第８版 2

16,41  【16】印刷物
【41】技芸、スポーツまたは知識の教授

676 森林情報士
通常:
標準

2004/6/22 2004-057436 2005/11/11 4907720 2015/11/11 国際分類第８版 1

41 【41】森林航測（空中写真）・森林リモートセンシング・森林ＧＩＳ（地理情報システム）に関す
る知識及び技能の教授，森林航測（空中写真）・森林リモートセンシング・森林ＧＩＳ（地理情
報システム）に関する専門的技術者の認定試験の実施，森林航測（空中写真）・森林リモー
トセンシング・森林ＧＩＳ（地理情報システム）に関する専門的技術者の資格の認定・登録，
森林航測（空中写真）・森林リモートセンシング・森林ＧＩＳ（地理情報システム）に関する研
修施設の提供，その他の研修施設の提供，森林航測（空中写真）・森林リモートセンシン
グ・森林ＧＩＳ（地理情報システム）に関する講演会又はセミナーの企画・運営又は開催

677 婚学博士
通常:
標準

2004/6/16 2004-059710
出願却下処分（登
録）

国際分類第８版 1

45 【45】個人の身元又は行動に関する調査
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678 音環境士
通常:
標準

2004/6/17 2004-060245 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与・資格試験のため
の知識の教授

679 冷え症博士 通常 2004/6/18 2004-060713 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】あん摩，マッサージ，指圧，きゅう，柔道整復，はり

680 特別支援教育士
通常:
標準

2004/6/18 2004-061310 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】特別な支援を要する子供たちへの教育方法・知識を教授する者に対する資格認定

681 実践心理士 通常 2004/7/7 2004-067527 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】心理教育に関する情報の提供

682 産業交流分析士
通常:
標準

2004/7/26 2004-068570 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】人間関係・人生設計・カウンセリング・心理学に関する知識の教授，人間関係・人生設
計・カウンセリング・心理学の教授に関する情報の提供，人間関係・人生設計・カウンセリン
グ・心理学に関する研究会・座談会又はシンポジウムの企画・運営又は開催，人間関係・
人生設計・カウンセリング・心理学についての資格の認定又は検定，話し方の教授

683 バイオ技能士
通常:
標準

2004/7/21 2004-071339 拒絶査定 国際分類第８版 1

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
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684 河童学博士
通常:
標準

2004/8/6 2004-072992 2005/3/25 4850046 2015/3/25 国際分類第８版 1

41 【41】セミナーの企画・運営又は開催，書籍の制作，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・ス
ポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作におけ
る演出，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。）

685 心理対話士
通常:
標準

2004/8/9 2004-073560 国際分類第８版 3

41,43,44 【41】孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・
生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除
く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する知織の教授，孤独感・疎外感・孤立
感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ
等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての
精神的な援助を行う人材の養成，孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂し
さ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科
による治療を要する人を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する講演・研修

 会の企画・運営又は開催
 【43】老人を含む要介護者の介護に関する相談・調査及び研究

【44】人材派遣による孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気
持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を
要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助，孤独感・疎外感・孤立感・喪失
感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩み
を有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な

686 ひよこ博士 通常 2004/8/18 2004-076143 2005/3/4 4843800 2015/3/4 国際分類第８版 1

36 【36】有価証券の募集又は私募，有価証券の売出し，有価証券の募集若しくは売出しの取
扱い又は私募の取扱い，有価証券の売買，有価証券の引受け，受益証券の発行，信託財
産の運用の指図，有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に
関する助言，有価証券に係る投資一任契約に基づく投資判断及び投資

687
§ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ∞ＩＳ∞ＳＰ
ＥＣＩＡＬＩＳＴ∞情報士

通常 2004/9/1 2004-085313 拒絶査定 国際分類第８版 3

35,36,44 【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホ
 テルの事業の管理

 【36】建物又は土地の情報の提供
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤

688 防▲錆▼管理士 通常 2004/9/16 2004-085533 2005/5/20 4866122 2015/5/20 国際分類第８版 2

16,41  【16】新聞，雑誌
【41】防錆技術に関する知識の教授，防錆技術に関する検定試験の企画・運営・実施，防
錆技術に関するセミナーの企画・運営又は開催

689 生活便利士
通常:
標準

2004/9/30 2004-089830 2005/7/22 4882587 2015/7/22 国際分類第８版 8

35,37,39,40,41,42,4
4,45

【35】筆耕，ワードプロセッサを用いた文書の作成，広告物の配布，電話の取次ぎ，市場調
査，経営の診断又は経営に関する助言，商品の販売に関する情報の提供，広告，トレー
ディングスタンプの発行，ホテルの事業の管理，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，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
【37】建築物の内外の清掃，家具・什器及びその付属器具の解体・組立・移動・設置工事，
浴槽又は浴槽釜の清掃，家庭用電気洗濯機の清掃，管工事，温水洗浄便座の取付工事・
保守・修理，家庭用浄水器の取付工事，家庭用浄水器の修理又は保守，エアコンの設備
工事，エアコンの清掃，ルームクーラーのガス補充，錠前の取付けまたは修理，ビル・家
屋・店舗等の窓ガラスの防犯・防災・飛散防止用フィルムの貼付工事，家屋の改修工事，
建具工事，家屋の修理，家具・建具の修理，ペンキ塗り工事，解体工事，増改築工事，有
害動物の駆除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），有害動物の防除（農業・園芸
又は林業に関するものを除く。），自動車のタイヤ交換，自転車のタイヤ交換，二輪自動車
のタイヤ交換，じゅうたんポリッシャーの貸与，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
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690 経営監査士
通常:
標準

2004/10/12 2004-093173 国際分類第８版 1

35 【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，財務書類の作成

691 耐震技術士
通常:
標準

2004/10/6 2004-096210 拒絶査定 国際分類第８版 1

42 【42】建築物の設計・製図，建築物の設計・製図に関する情報の提供，建築・土木構造物の
耐震性調査・診断，建築・土木構造物の耐震性調査・診断に関する情報の提供，機械・装
置もしくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計
又は製図，電子計算機用データの入力・編集及び加工，資料の電子計算機用データへの
変換処理，電子計算機端末による通信ネットワークシステムの設計・作成，電子計算機を
用いて行う情報処理，電子計算機を用いて行う情報処理に関する情報の提供，電子計算
機のプログラムの設計・作成又は保守

692 高齢者体力つくり支援士
通常:
標準

2004/10/22 2004-097092 2005/6/10 4871294 2015/6/10 国際分類第８版 2

41,44 【41】健康に関するセミナー・研修会・講習会の運営・開催，健康に関する講演会又は研修
 会の手配及び管理，栄養及び健康に関する知識の教授

【44】健康管理に関する指導・助言及び情報の提供

693
プレキャストコンクリート製品製
造管理士

通常:
標準

2004/11/4 2004-100815 拒絶査定 国際分類第８版 1

41 【41】コンクリート製品製造・試験・品質管理に関する知識の教授，コンクリート製品製造・試
験・品質管理の教授に関する情報の提供，コンクリート製品製造・試験・品質管理に関する
講習会・研修会・セミナ―の企画・運営又は開催，コンクリート製品製造・試験・品質管理に
関する資格の認定又は検定，コンクリート製品製造・試験・品質管理に関する研究会・座談
会又はシンポジウムの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，
書籍の制作，教育用ビデオの制作，録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの
貸与

694 公認不正検査士
通常:
標準

2004/11/9 2004-102510 2006/3/31 4940494 2016/3/31 国際分類第８版 1

41 【41】資格試験に関する情報の提供，資格付与のための資格試験の実施，資格の認定又
は資格の付与，不正の未然防止・不正の発見・不正の調査又は不正の抑止方法に関する
知識の認定・技能の認定又は検定試験の実施，不正の未然防止・不正の発見・不正の調
査又は不正の抑止方法に関するセミナー若しくはカンファレンスの企画・運営・開催又は修
了の証明，その他のセミナーの企画・運営又は開催，不正の未然防止・不正の発見・不正
の調査又は不正の抑止方法に関する知識若しくは技能の教授，資格試験又は検定試験
のための知識若しくは技能の教授，不正調査技能の質の証明における教授，カタログ・雑
誌・マニュアル・テキスト又は報告書の制作，その他の書籍の制作，教育・文化・娯楽・ス
ポーツ用のビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ又
は電子メールによる電子出版物の提供，その他の電子出版物の提供，図書及び記録の供
覧，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作，通訳，翻訳，教育研修のための施設の

695
米・食味鑑定士協会＼水田環境
鑑定士

通常 2004/11/16 2004-104826 拒絶査定 国際分類第８版 3

16,42,44  【16】印刷物
【42】水田環境の診断・評価・鑑定，水田環境改善のための助言・指導及び情報の提供，農

 業に関する試験・検査又は研究及びこれらに関する助言・指導及び情報の提供
【44】農業のための有害動物・害虫・カビ・菌・雑草の防除に関する情報の提供及び指導・
助言

696 食育指導士
通常:
標準

2004/11/17 2004-105336 国際分類第８版 1

35 【35】広告，栄養補助食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，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，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

697 食育指導士
通常:
標準

2004/11/17 2004-105337 国際分類第８版 1

41 【41】食生活に関する知識の教授，健康に関する知識の教授，栄養補助食品に関する知識
の教授，その他の知識の教授，食生活に関する知識の教授に関する情報の提供，健康に
関する知識の教授に関する情報の提供，栄養補助食品に関する知識の教授に関する情報
の提供，その他の知識の教授に関する情報の提供，セミナーの企画・運営又は開催，通
訳，翻訳，技芸・スポーツの教授，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，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
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○○士商標（役務限定）.xls 2006/5/19

No. 商標（見本） 商標 種別 出願日 出願番号 登録日 登録番号 満了日 終処分 法区分 区分数 区分 指定商品・役務

698 食品微生物検査技士
通常:
標準

2004/11/18 2004-105711 2006/3/31 4941718 2016/3/31 国際分類第８版 2

16,41 【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文

 房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】当せん金付証票の発売，食品の安全性等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，食品の
安全性等に関する資格取得講座における知識の教授（通信教育を含む。），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，食品の安全性等
に関する資格の相談会・受験相談会・講演会・シンポジウム又はセミナーの企画・運営又は
実施，食品の安全性等に関する資格の模擬試験の企画・運営・実施及びこの模擬試験に
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

699 食品微生物検査技士
通常:
標準

2004/11/18 2004-105712 出願取下 国際分類第８版 2

26,41 【26】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
鑑賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文

 房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】当せん金付証票の発売，食品の安全性等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，食品の
安全性等に関する資格取得講座における知識の教授（通信教育を含む。），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，食品の安全性等
に関する資格の相談会・受験相談会・講演会・シンポジウム又はセミナーの規格・運営又は
実施，食品の安全性等に関する資格の模擬試験の企画・運営・実施及びこの模擬試験に
関する情報の提供，その他のセミナーの規格・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

700 食品微生物検査技士
通常:
標準

2004/11/18 2004-105713 出願取下 国際分類第８版 2

26,41 【26】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
鑑賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文

 房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】当せん金付証票の発売，食品の安全性等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，食品の
安全性等に関する資格取得講座における知識の教授（通信教育を含む。），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，食品の安全性等
に関する資格の相談会・受験相談会・講演会・シンポジウム又はセミナーの規格・運営又は
実施，食品の安全性等に関する資格の模擬試験の企画・運営・実施及びこの模擬試験に
関する情報の提供，その他のセミナーの規格・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
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○○士商標（役務限定）.xls 2006/5/19

No. 商標（見本） 商標 種別 出願日 出願番号 登録日 登録番号 満了日 終処分 法区分 区分数 区分 指定商品・役務

701 アイランド富士
通常:
標準

2004/11/19 2004-106586 2005/9/2 4890987 2015/9/2 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポ－ツ又は知識の教授，植物の供覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，
美術品の展示，放送番組の制作，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，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，ゴルフ
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，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，運動施設の提供又はこれに関する情報の提供（インターネット上で行う情報の
提供を含む），娯楽施設の提供又はこれに関する情報の提供（インターネット上で行う情報
の提供を含む），興行場の座席の手配又はこれに関する情報の提供（インターネット上で行
う情報の提供を含む），映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸
与，スキ－用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，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－ド又は録音済み磁気テ－プの貸与，録画済み磁気テ

702 うんよう博士
通常:
標準

2004/11/29 2004-108885 2005/7/8 4877465 2015/7/8 国際分類第８版 1

36 【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，生命保険及び損害保険
についての相談，保険情報の提供，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含
む。）及び定期積金の受入れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保
証及び手形の引受け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属
その他の物品の保護預かり，両替，金融先物取引の受託，投資信託の引受け，投資信託
の募集・売出し・取次ぎ・運用，投資信託に関する情報の提供，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・文章及びその他の方法により行う助言，
商品市場における先物取引の受託，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸
与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，
土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建
物又は土地の情報の提供，土地・建物に関する相談，土地の有効活用に関する企画及び
指導 骨董品の評価 美術品の評価 宝玉の評価 中古自動車の評価 企業の信用に関

703 睡眠診断士
通常:
標準

2004/12/3 2004-110572 2005/11/4 4905732 2015/11/4 国際分類第８版 1

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

704 ＮＰＯ管理士
通常:
標準

2004/12/20 2004-116214 拒絶査定 国際分類第８版 1

35 【35】ＮＰＯ法人その他の法人の設立に関する調査・分析・指導又は助言，ＮＰＯ法人その
他の法人の運営・管理に関する助言・相談又は指導，ＮＰＯ法人その他の法人の設立・運
営・管理に関する事務処理の代行，ＮＰＯ法人その他の法人の経理・会計に関する事務処
理，ＮＰＯ法人その他の法人の財務書類の作成

705 専攻建築士 通常 2004/12/10 2004-117278 拒絶査定 国際分類第８版 3

36,37,42  【36】建物の管理，建物又は土地の鑑定評価
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築施工管理，建設に関わる積算，建築物の維

 持改修・リフォーム工事，
【42】建築物の設計，測量，建築又は都市計画に関する研究，登記又は供託に関する手続
の代理，景観保存・都市計画・区画整理・再開発等プロジェクトに関わるコンサルタント，建
築物の企画，意匠設計・構造設計・設備設計・その他建築物に関わる設計，及び設計者の
責任において，工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施されているかいな
いかを確認する工事監理。建築確認検査，建築物性能評価，建築物に関する訴訟事件そ

706 街路樹剪定士
通常:
標準

2004/12/24 2004-117431 2005/9/30 4897872 2015/9/30 国際分類第８版 2
16,41  【16】新聞，雑誌

【41】街路樹剪定に関する知識及び技術の教授，街路樹剪定に関する資格試験の実施，
街路樹剪定に関するセミナー・シンポジウム・講演会の企画・開催又は運営

707 植栽基盤診断士
通常:
標準

2004/12/24 2004-117432 2005/9/30 4897873 2015/9/30 国際分類第８版 2
16,41  【16】新聞，雑誌

【41】植栽基盤診断に関する知識及び技術の教授，植栽基盤診断に関する資格試験の実
施，植栽基盤診断に関するセミナー・シンポジウム・講演会の企画・開催又は運営

708 ＦＵＪＩ∞富士 通常 2005/1/27 2005-005963 2005/12/2 4912115 2015/12/2 国際分類第８版 1

42 【42】法律事務，知的財産権に関する調査・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，機械器具に関する試験又は研究，工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の
事務，訴訟事件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続の代理，電子計算
機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁
気テープその他の周辺機器を含む。）の貸与，理化学機械器具の貸与，機械・装置若しく
は器具（これらの部品を含む。）又はこれらにより構成される設備の設計，電子計算機・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，コンピューターに於け
るサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与，電子計算機用プログラムの提供，ウェブペー
ジ上の個人又は企業のスケジュール入力のための電子掲示板用サーバーの記憶領域の
貸与，工業所有権・著作権・不正競争防止法における営業秘密の保護のあり方に関する
情報の提供，コンピューターによる商標権に関する情報の提供，工業所有権・著作権その
他の知的財産権に関する情報の提供，訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報
の提供，登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供，土地の法規制に関する
情報の提供，特許法・著作権法等の法律情報の提供，内外国特許明細書等から技術情報
を加工・分析した技術動向の提供 法律・判決に関する情報の提供 公的年金に関する情
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709 訪問心理療法士
通常:
標準

2005/2/3 2005-008415 拒絶査定 国際分類第８版 1

44 【44】心理療法，心理相談，カウンセリングに関する情報の提供，医療情報の提供

710 サービス介助士 通常 2005/2/1 2005-011765 2005/11/25 4910429 2015/11/25 国際分類第８版 1

41 【41】知識の教授，セミナーの企画・開催，書籍の制作

711 旅行介助士 通常 2005/2/22 2005-019024 国際分類第８版 3

39,41,43 【39】主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代
 理・媒介又は取次ぎ

【41】資格の認定・資格の検定，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

【43】高齢者を含む要養護者・要介護者の介助・介護，人材派遣による高齢者を含む要養
護者・要介護者の介助・介護，高齢者を含む要養護者・要介護者が泊まるための宿泊施設
の提案に関するコンサルティングの助言・認定

712 経営事務士 通常 2005/2/22 2005-019025 拒絶査定 国際分類第８版 2

35,41  【35】経営の診断又は経営に関する助言，財務書類の作成
【41】セミナーの企画・運営又は開催，書籍の制作

713
ＳＭＡ＼ストレス・マネージメン
ト・アドバイザー＼愛護士

通常 2005/2/22 2005-019530 国際分類第８版 3

16,41,44  【16】紙類，文房具類，印刷物，写真
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。），映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設
の提供，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，写真の撮

 影
【44】健康に関する相談・助言・指導又はこれらに関する情報の提供

714 妊産婦支援士
通常:
標準

2005/3/9 2005-025293 拒絶査定 国際分類第８版 1
41 【41】妊娠中と産後女性とその家族の生活の質向上のための育児支援者

715 安全安心学校職業倫理指導士
通常:
標準

2005/3/29 2005-027255 国際分類第８版 1
35 【35】インターネットを利用した広告及びその他の広告，経営の診断及び指導，経営・経済

に関する情報の提供，書籍の販売に関する情報の提供

716 健康美学士
通常:
標準

2005/3/31 2005-028130 国際分類第８版 1
35 【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，職

業のあっせん，求人情報の提供

717 健康美学士
通常:
標準

2005/3/31 2005-028131 国際分類第８版 1
41 【41】美容の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の製作，教育

用ビデオの製作，教育研修のための施設の提供，図書の貸与，録音済み磁気テープの貸
与，録画済み磁気テープの貸与

718 健康美学士
通常:
標準

2005/3/31 2005-028132 国際分類第８版 1
42 【42】化粧品の試験・検査又は研究，美容又は脱毛に関する研究，美容機器又は脱毛機に

関する試験・検査又は研究

719 健康美学士
通常:
標準

2005/3/31 2005-028133 国際分類第８版 1
44 【44】エステティック美容，脱毛・美顔・痩身に関する美容，その他の美容，理容，入浴施設

の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，栄養の指導，美容院用の機械器具の貸与

720
ナイスライフプランナー＼ＮＩＣＥ
ＬＩＦＥ　ＰＬＡＮＮＥＲ＼生活設計
士

通常 2005/4/7 2005-030870 国際分類第８版 1

41 【41】資格取得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，資格の認
定及び資格の付与，資格検定試験の企画・運営又は実施，講演会・研修会又はセミナーの
企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，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，書籍の制作，映画・
演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の
上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ
用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，
映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，
スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音
楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを
除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・
演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器
具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸
与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済
み磁気テープの貸与 ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与 書画の貸与 写真の撮

721
ダンスセラピスト＼ＤＡＮＣＥ　ＴＨ
ＥＲＡＰＩＳＴ＼ダンス療法士

通常 2005/4/7 2005-030871 国際分類第８版 1

41 【41】資格取得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，資格の認
定及び資格の付与，資格検定試験の企画・運営又は実施，講演会・研修会又はセミナーの
企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，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，書籍の制作，映画・
演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の
上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ
用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，
映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，
スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音
楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを
除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・
演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器
具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸
与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済
み磁気テープの貸与 ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与 書画の貸与 写真の撮

722 国際健康美学士
通常:
標準

2005/4/12 2005-032151 国際分類第８版 1
35 【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，職

業のあっせん，求人情報の提供

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved. URL:http://www.tm-library.com/ 75／87



○○士商標（役務限定）.xls 2006/5/19

No. 商標（見本） 商標 種別 出願日 出願番号 登録日 登録番号 満了日 終処分 法区分 区分数 区分 指定商品・役務

723 国際健康美学士
通常:
標準

2005/4/12 2005-032152 国際分類第８版 1
41 【41】美容の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の製作，教育

用ビデオの製作，教育研修のための施設の提供，図書の貸与，録音済み磁気テープの貸
与，録画済み磁気テープの貸与

724 国際健康美学士
通常:
標準

2005/4/12 2005-032153 国際分類第８版 1
42 【42】化粧品の試験・検査又は研究，美容又は脱毛に関する試験・検査又は研究，美容又

は脱毛に関する情報の提供，美容又は脱毛に関する助言・指導，美容機器又は脱毛機に
関する試験・検査又は研究，美容院その他への美容機器又は脱毛機の貸与

725 国際健康美学士
通常:
標準

2005/4/12 2005-032154 国際分類第８版 1
44 【44】エステティック美容，脱毛・美顔・痩身に関する美容，その他の美容，理容，入浴施設

の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，栄養の指導，美容院用の機械器具の貸与

726 整体技能士
通常:
標準

2005/4/19 2005-035025 国際分類第８版 2

41,44 【41】整体の技能に関する検定の実施，整体技術の教授，献体に関する情報の提供，整体
技術に関するセミナーの企画・運営又は開催，整体技術に関する電子出版物の提供，整
体技術に関する図書及び記録の供覧，整体技術に関する書籍の制作，整体技術に関する
放送番組の制作，整体技術に関する教育用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のもの
を除く。），整体技術に関する教育研修のための施設の提供，整体技術に関する図書の貸
与，整体技術に関する録音済み磁気テープの貸与，整体技術に関する録画済み磁気テー

 プの貸与
【44】整体，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティク，きゅう，柔道整復，はり，医療

727 心理心療士
通常:
標準

2005/4/27 2005-037808 国際分類第８版 8

09,16,35,38,41,42,4
3,44

 【09】電子出版物
 【16】印刷物

 【35】職業のあっせん
 【38】放送

【41】心理カウンセリングに関する知識の教授，心理カウンセリングに関する資格検定試験
の実施，心理カウンセリングに関する資格の付与，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミ
ナーの企画・運営・又は開催，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。），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。），電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，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，放送番組の制作における演出，映画機器・音声機器等の機器
であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，映画・演芸・演劇・音楽又は教
育研修のための施設の提供，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，図書の貸与，
レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸
与，ポジフィルムの貸与，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，写真の貸与，通訳，翻訳
【42】電子計算機のプログラムの設計・製作又は保守，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，著作権の利用に関する契約の代理又は

 媒介，社会保険に関する手続の代理，電子計算機の貸与，理化学機械器具の貸与
 【43】保育所における乳幼児の保育，老人の養護

【44】あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，精神療
法・心理療法によるカウンセリング又は診療 医業 医療情報の提供 健康診断 歯科医

728 生活習慣改善指導士
通常:
標準

2005/5/2 2005-039230 国際分類第８版 1
41 【41】資格の認定及び資格の付与，資格検定試験の実施，資格検定試験の実施に関する

情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催

729 心身健康指導士
通常:
標準

2005/5/2 2005-039278 国際分類第８版 4

16,41,42,44 【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文

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

730 学習心理支援士
通常:
標準

2005/5/9 2005-040182 出願取下 国際分類第８版 1
41 【41】資格の認定及び資格の付与，資格検定試験の実施，資格検定試験の実施に関する

情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催

731 色彩療法士
通常:
標準

2005/5/13 2005-042041 国際分類第８版 1

44 【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
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

732 個人情報保護士
通常:
標準

2005/5/17 2005-042854 国際分類第８版 2
16,41  【16】印刷物

【41】個人情報保護に関する知識の教授，個人情報保護に関する資格検定試験の実施，
個人情報保護に関するセミナーの企画・運営又は開催，並びにこれらに関する情報の提供

733 個人情報保護管理士
通常:
標準

2005/5/17 2005-042855 国際分類第８版 2
16,41  【16】印刷物

【41】個人情報保護に関する知識の教授，個人情報保護に関する資格検定試験の実施，
個人情報保護に関するセミナーの企画・運営又は開催，並びにこれらに関する情報の提供
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734 情報セキュリティ管理士
通常:
標準

2005/5/17 2005-042856 国際分類第８版 2

16,41  【16】印刷物
【41】情報セキュリティ監査に関する知識の教授，情報セキュリティ監査に関する資格検定
試験の実施，情報セキュリティ監査に関するセミナーの企画・運営又は開催，並びにこれら
に関する情報の提供

735 歯科医療管理士 通常 2005/5/23 2005-044899 国際分類第８版 1

35 【35】歯科医療に関し良質の医療を提供するための経営の診断及び指導

736 固定資産業務管理士
通常:
標準

2005/5/31 2005-048254 国際分類第８版 1
36 【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の

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

737 固定資産管理士
通常:
標準

2005/5/31 2005-048255 国際分類第８版 1
36 【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の

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

738 固定資産評価管理士
通常:
標準

2005/5/31 2005-048256 国際分類第８版 1
36 【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の

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

739 中小起業診断士 通常 2005/5/19 2005-048344 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書館及び記録の供覧，書籍の製作，教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオの製作，
映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，
運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の
提供，運動用具の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み
磁気テープの貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳

740 蒸気設備士 通常 2005/6/1 2005-048905 国際分類第８版 1

37 【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，自動車の修理又は整備，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，化学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，工業用炉の修理又は保守，ゴム製品製造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，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，業務
用食器洗浄機の修理又は保守，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，乗物用洗浄
機の修理又は保守，動力付床洗浄機の修理又は保守，遊園地用機械器具の修理又は保
守，美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修理又は
保守，浄水装置の修理又は保守，廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置の
修理又は保守，潜水用機械器具の修理又は保守，原子力発電プラントの修理又は保守，
化学プラントの修理又は保守，ガス湯沸かし器の修理又は保守，加熱器の修理又は保
守，なべ類の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修理，毛皮製
品の手入れ又は修理，洗濯，被服のプレス，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，浴槽又は浴槽がまの清掃，医療用機械器具の殺菌・滅菌，土
木機械器具の貸与 床洗浄機の貸与 モップの貸与 電気洗濯機の貸与 衣類乾燥機の

741 蒸気設備士 通常 2005/6/1 2005-048906 国際分類第８版 1

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

742 指導対話士
通常:
標準

2005/6/3 2005-049472 国際分類第８版 4

16,41,43,44  【16】新聞，雑誌，定期的に刊行される小冊子
【41】孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・
生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除
く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する知織の教授，孤独感・疎外感・孤立
感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ
等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての
精神的な援助を行う人材の養成，孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂し
さ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科
による治療を要する人を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する講演・研修

 会の企画・運営又は開催
 【43】老人を含む要介護者の介護に関する相談・調査及び研究

【44】人材派遣による孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気
持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を
要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助，孤独感・疎外感・孤立感・喪失
感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩み
を有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な

743 精神対話学士
通常:
標準

2005/6/3 2005-049473 国際分類第８版 4

16,41,43,44  【16】新聞，雑誌，定期的に刊行される小冊子
【41】孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・
生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除
く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する知織の教授，孤独感・疎外感・孤立
感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ
等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての
精神的な援助を行う人材の養成，孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂し
さ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科
による治療を要する人を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する講演・研修

 会の企画・運営又は開催
 【43】老人を含む要介護者の介護に関する相談・調査及び研究

【44】人材派遣による孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気
持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を
要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助，孤独感・疎外感・孤立感・喪失
感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩み
を有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved. URL:http://www.tm-library.com/ 77／87



○○士商標（役務限定）.xls 2006/5/19

No. 商標（見本） 商標 種別 出願日 出願番号 登録日 登録番号 満了日 終処分 法区分 区分数 区分 指定商品・役務

744 個人情報保護管理士 通常 2005/5/30 2005-052540 国際分類第８版 1

41 【41】個人情報保護法に関する専門知識の教授、及び個人情報保護体制構築の為のコン
サルタント

745 ＴＡ交流分析士
通常:
標準

2005/6/14 2005-053159 国際分類第８版 1

41 【41】人間関係・人生設計・カウンセリング・心理学に関する知識の教授，人間関係・人生設
計・カウンセリング・心理学の教授に関する情報の提供，人間関係・カウンセリング・心理学
に関する研究会・座談会又はシンポジュウムの企画・運営又は開催，人間関係・カウンセリ
ング・心理学についての資格の認定又は検定，話し方の教授

746 健康ダンス指導士
通常:
標準

2005/6/14 2005-053162 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，ダンスの教授，ダンス指導員の資格の認定・資格の
付与，健康に関する知識及び技術の教授，セミナー・講習会・研究会の企画・運営又は開
催

747 屋根・外壁診断士
通常:
標準

2005/6/1 2005-053548 国際分類第８版 1

37 【37】建設工事，建築設備の運転，船舶の建造，船舶の修理又は整備，航空機の修理又は
整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道車両の修理又は整備，二輪自動車の
修理又は整備，医療用機械器具の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の修理
又は保守，映画機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，火災報知機
の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理
又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務
用電気洗濯機の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の
修理又は保守，靴製造機械の修理又は保守，光学機械器具の修理又は保守，工業用炉
の修理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保
守，自動販売機の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，
浄水装置の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の
機械器具の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，製材用・木工用又は合板
用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理又は保守，潜水用機械器具の修理
又は保守，測定機械器具の修理又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，暖冷房装置
の修理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，電子
応用機械器具の修理又は保守，電動機の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保
守，土木機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，農業用機械器具の
修理又は保守，乗物用洗浄機の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，廃棄物圧縮
装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具
の修理又は保守，発電機の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具
の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器具
の修理又は保守，プラスチック加工機械器具の修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，
包装用機械器具の修理又は保守，ポンプの修理又は保守，ミシンの修理又は保守，民生
用電気機械器具の修理又は保守，遊園地用機械器具の修理又は保守，理化学機械器具
の修理又は保守 冷凍機械器具の修理又は保守 運動用具の修理 おもちゃ又は人形の

748 食事介護士 通常 2005/6/6 2005-055139 国際分類第８版 2

43,44  【43】飲食物の提供及び宿泊施設の提供
【44】医療、動物の治療、人または動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸または林
業に係る役務

749 食事介助士 通常 2005/6/6 2005-055141 国際分類第８版 2

43,44  【43】飲食物の提供及び宿泊施設の提供
【44】医療、動物の治療、人または動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸または林
業に係る役務

750 鉄蓋診断士 通常 2005/6/20 2005-055677 国際分類第８版 1

37 【37】鉄製のマンホール用蓋その他の鉄製の地下構造物用蓋の保守・点検・修理

751 鉄蓋調査士 通常 2005/6/20 2005-055678 国際分類第８版 1

37 【37】鉄製のマンホール用蓋その他の鉄製の地下構造物用蓋の保守・点検・修理

752 マンホールカバー診断士 通常 2005/6/20 2005-055679 国際分類第８版 1

37 【37】鉄製のマンホール用蓋の保守・点検・修理

753 猫士 通常 2005/6/9 2005-056130 国際分類第８版 1

41 【41】教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
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754 アスベスト診断士＼石綿診断士 通常 2005/6/22 2005-056309 国際分類第８版 3

37,41,42 【37】アスベストを使用している建築物・工作物の修理又は保守に関する助言・情報の提
 供，アスベストの除去工事に関する助言・情報の提供

【41】アスベストの診断に関する資格試験の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，アスベストの診断に関する知識の教授，アスベストの診断に関す
るセミナーの企画・運営又は開催，アスベストの診断に関する書籍の制作，アスベストの診
断に関する教育用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），アスベストの診

 断に関する図書の貸与，アスベストの診断に関する録画済み磁気テープの貸与
【42】建築物・工作物に使用されているアスベストに関する調査又は研究

755 心理専門士
通常:
標準

2005/6/28 2005-058713 国際分類第８版 1

44 【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
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

756 不正検査士
通常:
標準

2005/7/14 2005-064812 国際分類第８版 1

41 【41】資格試験に関する情報の提供，資格付与のための資格試験の実施，資格の認定又
は資格の付与，不正の未然防止・不正の発見・不正の調査又は不正の抑止方法に関する
知識の認定・技能の認定又は検定試験の実施，不正の未然防止・不正の発見・不正の調
査又は不正の抑止方法に関するセミナー若しくはカンファレンスの企画・運営・開催又は修
了の証明，その他のセミナーの企画・運営又は開催，不正の未然防止・不正の発見・不正
の調査又は不正の抑止方法に関する知識若しくは技能の教授，資格試験又は検定試験
のための知識若しくは技能の教授，不正調査技能の質の証明における教授，カタログ・雑
誌・マニュアル・テキスト又は報告書の制作，その他の書籍の制作，教育・文化・娯楽・ス
ポーツ用のビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ又
は電子メールによる電子出版物の提供，その他の電子出版物の提供，図書及び記録の供
覧，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作，通訳，翻訳，教育研修のための施設の

757 携帯弁護士
通常:
標準

2005/7/7 2005-066953 2006/2/10 4927249 2016/2/10 国際分類第８版 2

35,42  【35】コールセンター事業の運営及び事業の管理
【42】工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事件その他に関する
法律事務，登記又は供託に関する手続の代理，法律相談，法律情報・判例情報の提供

758 情報士
通常:
標準

2005/7/27 2005-069621 国際分類第８版 1

42 【42】コンピュータシステムの設計・作成・保守に関するコンサルティング，コンピュータシス
テムに関する技術的助言，コンピュータシステムの分析，コンピュータによる情報処理に関
するコンサルティング，情報処理システムの設計・開発及びコンサルティング，電子計算機
の情報処理システムプログラムの設計・作成又は保守及びこれに関するコンサルティン
グ，通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれらに関するコンサルティング，
通信ネットワークシステムの構築又は管理に関するコンサルティング，コンピュータシステ
ムで使用される機器へのコンピュータプログラムの導入又は保守に関するコンサルティン
グ，電子計算機の設計に関するコンサルティング，インターネットにおけるウェイブサイトの
作成又は保守及びこれらに関する助言，通信ネットワークの構築，電子計算機のプログラ
ムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言，電子計算機・自動車その他その用途に
応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械
の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，著作権の利用に関する契約の代理又は媒
介，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機用プログラムの貸
与，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，電子計算機及び電子計算機用
プログラムの遠隔監視 電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定・インストー

759 学習心理士 通常 2005/7/28 2005-069708 国際分類第８版 2

16,41 【16】書籍その他の印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテ
ル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務
用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライ
ター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開
型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用
食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャ
コ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製
テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製

 テーブルクロス，紙類，文房具類，書画，写真，写真立て，紙製簡易買物袋
【41】資格の検定の実施，資格の認定及び付与，試験問題の作成・採点及び添削指導，そ
の他の技芸・スポーツ又は知識の教授，資格試験情報の提供，セミナーの企画・運営又は
開催，電子出版物の提供，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手
配，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園
の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は
運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放
送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のも
のを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番
組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行
の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競
艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，
音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演
劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸
与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジ
オ受信機の貸与 図書の貸与 レコード又は録音済み磁気テープの貸与 録画済み磁気

760 情報漏洩管理士
通常:
標準

2005/8/1 2005-071170 国際分類第８版 1

45 【45】盗聴器・盗撮器の探知及び撤去，施設の警備，身辺の警備，個人の身元の調査又は
行動に関する調査
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761 中小起業診断士 通常 2005/7/20 2005-071326 国際分類第８版 1

35 【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，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

762 社会福祉施設管理士 通常 2005/8/19 2005-077863 国際分類第８版 1

35 【35】社会福祉事業を行う施設の経営及び運営に関する指導・助言又は情報の提供，社会
福祉事業を行う施設の施設長又は事務長に対する指導又は助言，社会福祉事業を行う施
設に対しての他者評価対応に関する指導・助言又は情報の提供，社会福祉事業を行う施
設の職員の育成に関する指導又は助言，社会福祉事業を行う施設の組織に関する指導又
は助言，社会福祉事業を行う施設の経理一般に関する指導又は助言，社会福祉事業を行
う施設の職員の処遇についての指導又は助言，福祉関連法の指導・助言又は情報の提
供，福祉他関連法の指導・助言又は情報の提供，社会福祉事業を行う施設の利用者又は
その家族の対応に関する指導又は助言，社会福祉事業を行う施設に対する地域住民との

763 魔戒騎士
通常:
標準

2005/8/24 2005-078991 国際分類第８版 7

09,14,16,25,28,34,4
1

【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，家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶さ
せた磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・電子回路・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－Ｒ
ＯＭ・ＤＶＤ・ハードディスク，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた
電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用
保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，メトロノーム，電子楽器用自動
演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，スライドフィルム用マウン

 ト
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱 貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て 貴金属製宝石箱 貴金属製の花瓶

764 福祉経営管理士 通常 2005/8/12 2005-079182 国際分類第８版 2

35,41 【35】各種企業の事業計画・市場調査の請負，各種企業の広告宣伝及びその企画・指導，
医療及び介護福祉施設の経営の診断及び指導，人材の募集に関する企画・立案・情報提
供及び指導，福祉事業についての経営の診断又は経営に関する助言，介護福祉士のあっ

 せん
【41】各種企業の経営に関する研修・セミナーの企画，医療関係・介護福祉関係の研修・セ
ミナーの企画、立案及び実施，医療及び福祉事業の経営・運営・管理に関する人材育成及

765 動産評価鑑定士 通常 2005/8/19 2005-081650 国際分類第８版 1

36 【36】骨董品の評価，宝玉の評価，中古自動車の評価，家具・寝具・家庭用電気機械器具・
情報通信機器・電子計算機器・家庭用ガス機器・冷暖房設備機器・給排水設備器具・給湯
設備器具・消火設備器具・衣料品・アクセサリー・靴・履物・自動車・自動車用付属品・自転
車・建築資材・塗料・木材・電気工事器具・工具・建築用工具・ペット・ペット用品・園芸用樹
木・草木類及び園芸用材料・肥料・飼料・玩具・文房具・書籍・事務用品・スポーツ用品・釣
用品・レコード・オーディオソフト・ビデオソフト・楽器・医療機器・健康機器・衛生用品・度量
衡器・貴金属・宝石・眼鏡・光学機器・美術工芸品・食料品・酒類・飲料水・穀物・塩・煙草・
切手の評価，企業の信用に関する調査，金融に関する担保動産の動向の分析・評価に基

766 がんばる！弁理士 通常 2005/8/18 2005-082151 国際分類第８版 1

42 【42】工業所有権に関連した電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，工業所有権
に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事件その他に関する法律事務，登記又
は供託に関する手続の代理，工業所有権に関連した電子計算機の貸与，工業所有権に関
連した電子計算機用プログラムの提供

767 宇宙開発技術士
通常:
標準

2005/8/23 2005-083502 国際分類第８版 1

41 【41】宇宙開発技術の教授，電子出版物の提供，宇宙開発研究機器の借与，宇宙開発研
究施設の提供，講習会の企画、運営又は開催
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768 知財助士
通常:
標準

2005/9/2 2005-086408 国際分類第８版 1

42 【42】知的所有権に関する助言，著作権の管理，知的所有権の利用に関する契約の代理
又は媒介，知的所有権の監視，法律的事項に関する研究，工業デザインにおける装飾の
考案，訴訟（法律）事務

769 敷金診断士
通常:
標準

2005/9/15 2005-087075 国際分類第８版 1

36 【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
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

770 保証金診断士
通常:
標準

2005/9/15 2005-087076 国際分類第８版 1

36 【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
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

771 ユーザビリティ調査士 通常 2005/9/7 2005-088031 国際分類第８版 3

35,41,42  【35】市場調査
 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営

【42】デザインの考案，建築又は都市計画に関する研究，電気に関する試験又は研究，土
木に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究

772 ユニバーサルデザイン診断士 通常 2005/9/7 2005-088033 国際分類第８版 3

35,41,42  【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査
 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営

【42】デザインの考案，建築又は都市計画に関する研究，電気に関する試験又は研究，土
木に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究

773
ｅメール顧問＼かかりつけ社労
士

通常 2005/9/22 2005-088742 国際分類第８版 1

42 【42】社会保険に関する手続の代理，社会保険・労働保険に関する手続の代理，社会保
険・労働保険に関する情報の提供，社会保険・労働保険の手続に関するコンサルティン
グ，自治体等の行政に関する労務・社会保険その他の情報管理のための調査・研究・情報
の提供，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの設計・作成又は
保守，電子計算機用プログラムの提供，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又
はこれらにより構成される設備の設計，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確
な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操
作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算機のプログラムの貸与，
インターネットサーバーの記憶領域の貸与，電子計算機用プログラムの提供又は貸与に関
する情報の提供，サーバーの記憶領域の貸与に関する指導又は助言，サーバーの記憶領
域の貸与に関する情報の提供，インターネットを通じたコンピュータデータベースへのアク
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774 家計診断士
通常:
標準

2005/9/27 2005-090080 国際分類第８版 3

35,36,41 【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，
輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，

 タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，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

775 原価管理士
通常:
標準

2005/10/3 2005-092044 国際分類第８版 1

35 【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホ
テルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供

776 時計宝石診断士
通常:
標準

2005/10/5 2005-093003 国際分類第８版 1

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

777 福祉理美容士 通常 2005/9/22 2005-093216 国際分類第８版 1

44 【44】介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院・在宅などに出張訪問して行う理容・美
容，その他の理容・美容

778 芸術交流士
通常:
標準

2005/10/7 2005-093937 国際分類第８版 1

41 【41】芸術活動を行っている者に対する資格の認定・資格の付与，技芸又は知識の教授，
芸術に関する情報の提供及びその仲介，セミナーの企画・運営又は開催，芸術展覧会の
企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，書籍の
制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は
配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），映画・演芸・演劇・
音楽又は教育研修のための施設の提供，芸術作品の発表施設の提供，レコード又は録音
済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，写真の撮影，通訳，翻訳

779 土壌環境監理士
通常:
標準

2005/10/11 2005-094680 国際分類第８版 1
41 【41】土壌・地下水汚染に係る調査、対策等に関する高度な知識・判断力を備え、土壌・地

下水環境保全分野で社会に信頼される人材認定制度の企画・運営

780 土壌環境保全士
通常:
標準

2005/10/11 2005-094682 国際分類第８版 1
41 【41】土壌・地下水汚染対策に関する労働安全、汚染状況の把握と汚染の拡大防止などの

環境配慮、ならびに品質管理等について実践的な知識を有する現場管理者および作業者
の育成セミナーの企画・運営
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781 Ｄ＆Ｃ＼ホリスティック＼栄養士 通常 2005/10/17 2005-096609 国際分類第８版 2

41,44 【41】セミナーの企画，運営，開催，動物の調教，動物の供覧．電子出版物の提供，書籍の
製作，教育文化のビデオの製作，放送番組の演出，教育研修のための施設の提供，図書

 の貸し出し，通訳翻訳
【44】医療情報の提供，栄養指導，動物の治療，動物の飼育，動物宿泊施設

782 環境アセスメント士
通常:
標準

2005/10/18 2005-097102 国際分類第８版 1
35 【35】環境影響評価図書の作成又は作成支援，環境影響評価図書の提出又は提出支援，

環境影響評価図書の審査への対応又は対応支援，環境影響評価に基づいて行われる事
業者に対する助言又は指導，環境影響評価の住民への説明又は説明支援

783 保　育　保　健　管　理　士
通常:
標準

2005/10/6 2005-097992 国際分類第８版 1
41 【41】保健保育・医療保育に対する知識と技術の教授，精神保健環境倫理の研修，保健保

育の認定試験・検定試験の実施，医療補助者に対する知識の教授，その他の大学・短大
卒業生の研修

784 介　護　医　療　管　理　士
通常:
標準

2005/10/6 2005-097993 国際分類第８版 1
41 【41】介護医療・予防介護に対する知識と技術の教授，精神保健環境倫理の研修，介護医

療の認定試験・検定試験の実施，医療補助者に対する知識の教授，その他の大学・短大
卒業生の研修

785
うつくしいち＼美血＼ＢＩＫＥＴＳＵ
ＴＨＥＲＡＰＩＳＴ　療法士

通常 2005/10/21 2005-098777 国際分類第８版 1

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

786
日本優良リフォーム協会＼建物
維持管理士

通常 2005/10/24 2005-099409 国際分類第８版 3

37,41,42  【37】建築工事，リフォーム工事，建築工事に関する助言，リフォーム工事に関する助言
【41】リフォーム工事に関する知識の教授，リフォーム工事に関するセミナーの企画・運営又

 は開催
【42】建築物の設計，測量，建築に関する研究，リフォーム工事に関する研究

787 万葉博士
通常:
標準

2005/10/26 2005-100327 国際分類第８版 1

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

788 国際救援士
通常:
標準

2005/10/12 2005-100604 国際分類第８版 3

36,39,45 【36】国際的な人道支援活動，国内外の災害被災地、紛争地等における人道支援活動の
ための企画・運営及び情報提供，国際ボランティア活動を目的とした慈善事業活動のため

 の企画・運営，国際ボランティア活動に関する情報提供
 【39】救援物資、救援要員及び被災者の輸送

【45】国内外の災害被災地、紛争地等での救助及び救援活動，救助及び救援活動におけ
る安全確保のための危機管理及びセキュリティー、救援要員の募集及び救援物資調達の
調整等の救助及び救援事業調整事務，国内外の救助及び救援活動の支援，被災地の政
府、行政機関及び国連機関との連絡調整事務，国内災害に対する海外からの救助及び救

789 朗読福祉士
通常:
標準

2005/11/2 2005-102916 国際分類第８版 1
41 【41】アナウンスメントにおける高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする原稿の朗

読・取材と合せて行う音声による表現又は司会

790 健康美学士
分割:
標準

2005/11/2 2005-102918 国際分類第８版 1
44 【44】脱毛その他の美容に関する情報の提供，脱毛その他の美容に関する指導及び助言，

美容院その他への脱毛機その他の美容機器の貸与

791 国際健康美学士
分割:
標準

2005/11/2 2005-102919 国際分類第８版 1
44 【44】脱毛その他の美容に関する情報の提供，脱毛その他の美容に関する指導及び助言，

美容院その他への脱毛機その他の美容機器の貸与
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792 スポーツ博士
通常:
標準

2005/11/4 2005-103491 国際分類第８版 2

41,42 【41】スポーツに関する知識保有度についての検定及び認定，技芸・スポーツ又は知識の
教授，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営又は開催，電子出版物
の提供，図書及び記録の供覧，出版物の企画・編集及びこれらに関する助言並びに情報
提供，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の制
作，映画の上映又は配給（通信ネットワークを介した上映又は配給を含む。），映画の上
映・制作又は配給に関する指導・助言・情報の提供，映画の試写会の企画・運営又は開
催，外国映画の日本語版（字幕入り又は日本語吹き替え）の制作，放送番組の企画・制作
又は配給（通信ネットワークを介した配給を含む。），放送番組の配給に関する契約の代理
又は媒介，外国テレビ番組の日本語吹き替え版の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
オ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ及びその他の記録媒体の制作又は配給（映画・放送番組・広告用の
ものを除く。），スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・
演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に
関するものを除く。），クイズ大会の企画・運営又は開催，表彰式の企画・運営又は開催，
記念イベントの企画・運営又は開催，社交パーティーの企画・運営又は開催，インターネッ
ト等の通信ネットワークを利用したスポーツの興行に関する情報の提供，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，通信回

 線を利用したコンピュータゲーム又はクイズの提供
【42】コンピュータネットワークシステムのコンピュータソフトウェアの研究・分析・評価・設計・
作成又は保守，コンピュータネットワークシステムの機器の研究・分析・評価・設計，イン
ターネットにおける検索エンジンの提供，ホームページの設計又は作成の助言，電子計算
機を用いて行う電子商取引に関する資料の電子データへの変換処理，インターネットにお
ける電子データの暗号化，電子商取引における利用者の認証，電子計算機上でのプログ
ラムの動作の確認検証，コンピュータセキュリティシステムの遠隔監視，電子計算機及び
電子計算機用プログラムの遠隔監視 スポーツの分野に関するコンピュータデータベース

793 建設業経理事務士
通常:
標準

2005/11/7 2005-104098 国際分類第８版 1

41 【41】建築業経理事務担当者に対する知識・技能の教授，その他の技芸・スポーツ又は知
識の教授，建築業経理事務に関する知識・技能の認定・検定試験の実施，建築業経理事
務に関するセミナーの企画・運営又は開催，建築業経理事務に関する知識及び技能の検
定試験に関する書籍の制作，建築業経理事務の研究用教材に関する情報の提供

794 アロマ環境士
通常:
標準

2005/11/9 2005-105239 国際分類第８版 2

16,41 【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文

 房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】資格検定試験の企画・運営又は実施，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，講演会・研修会又はセミナーの企
画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，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，通信回線を利用した
映画・画像の提供，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，通信回線を利用した
音楽の提供，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番
組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器
であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又
は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・
競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は
開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・
運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提
供，通信回線を利用したゲームの提供，娯楽情報の提供，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

795 香り環境士
通常:
標準

2005/11/9 2005-105240 国際分類第８版 2

16,41 【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文

 房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】資格検定試験の企画・運営又は実施，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，講演会・研修会又はセミナーの企
画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，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，通信回線を利用した
映画・画像の提供，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，通信回線を利用した
音楽の提供，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番
組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器
であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又
は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・
競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は
開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・
運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提
供，通信回線を利用したゲームの提供，娯楽情報の提供，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

796 まんてん博士
通常:
標準

2005/11/10 2005-105676 国際分類第８版 1

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，映画・演芸又は音楽の演奏の
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，演芸の演出又は上演，
音楽の演奏，放送番組の制作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，運動施設の提
供，図書の貸与，小学４年生～小学６年生を対象としたパソコンを使った学習ソフトの販
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797 図書館士 通常 2005/11/1 2005-106898 国際分類第８版 1

41 【41】技芸，スポーツ又は知識の教授

798 建設業経理士
通常:
標準

2005/11/16 2005-107963 国際分類第８版 1

41 【41】建設業経理事務担当者に対する知識・技能の教授，その他の技芸・スポーツ又は知
識の教授，建設業経理事務に関する知識・技能の認定・検定試験の実施，建設業経理事
務に関するセミナーの企画・運営又は開催，建設業経理事務に関する知識及び技能の検
定試験に関する書籍の制作，建設業経理事務の研究用教材に関する情報の提供

799 一級建築ＣＡＤ設計士
通常:
標準

2005/12/5 2005-113973 国際分類第８版 1

41 【41】インターネットを利用した一級建築ＣＡＤ設計に関する教育の実施，インターネットを利
用した一級建築ＣＡＤ設計に関する民間資格・公的資格・国家資格取得講座における教
授，インターネットを利用した一級建築ＣＡＤ設計に関する研究用教材に関する情報の提供
及びその仲介，インターネットを利用した一級建築ＣＡＤ設計に関するセミナーの企画・運営

800 二級建築ＣＡＤ設計士
通常:
標準

2005/12/5 2005-113976 国際分類第８版 1

41 【41】インターネットを利用した二級建築ＣＡＤ設計に関する教育の実施，インターネットを利
用した二級建築ＣＡＤ設計に関する民間資格・公的資格・国家資格取得講座における教
授，インターネットを利用した二級建築ＣＡＤ設計に関する研究用教材に関する情報の提供
及びその仲介，インターネットを利用した二級建築ＣＡＤ設計に関するセミナーの企画・運営

801 法務士
通常:
標準

2005/12/7 2005-114867 国際分類第８版 2

41,42 【41】セミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報
の提供，献体の手配，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，オンラインによる電
子書籍の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は
音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演
出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機
器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，興行の企画・運営
又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動
車競走の興行に関するものを除く。）音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提
供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場
の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，テレビ
ジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テー
プの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，書画

 の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】訴訟事件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続の代理，著作権の利
用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手続の代理，法律に関する研究，国
内・国外の法律に関する情報の提供，デザインの考案，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査
又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電子計
算機のプログラムの設計・作成又は保守 電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用

802 司法士
通常:
標準

2005/12/7 2005-114868 国際分類第８版 2

41,42 【41】セミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報
の提供，献体の手配，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，オンラインによる電
子書籍の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は
音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演
出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機
器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，興行の企画・運営
又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動
車競走の興行に関するものを除く。）音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提
供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場
の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，テレビ
ジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テー
プの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，書画

 の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】訴訟事件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続の代理，著作権の利
用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手続の代理，法律に関する研究，国
内・国外の法律に関する情報の提供，デザインの考案，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査
又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電子計
算機のプログラムの設計・作成又は保守 電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用
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803 法理士
通常:
標準

2005/12/7 2005-114869 国際分類第８版 2

41,42 【41】セミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報
の提供，献体の手配，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，オンラインによる電
子書籍の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は
音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演
出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機
器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，興行の企画・運営
又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動
車競走の興行に関するものを除く。）音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提
供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場
の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，テレビ
ジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テー
プの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，書画

 の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】訴訟事件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続の代理，著作権の利
用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手続の代理，法律に関する研究，国
内・国外の法律に関する情報の提供，デザインの考案，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査
又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電子計
算機のプログラムの設計・作成又は保守 電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用

804 防犯装備士
通常:
標準

2005/11/28 2005-116054 国際分類第８版 1
41 【41】防犯，防護，防災の教授又は指導及び防犯の為に使用するスタンガン，警棒，刺股，

催涙スプレー，錠前，鍵などの個人が使用する防犯器具について基本的な構造や知識を
習得した者に対する資格の認定及び資格の付与

805 一級建築ＣＡＤ設計士
通常:
標準

2005/12/14 2005-117560 国際分類第８版 1
41 【41】資格取得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，民間資格

取得講座，公的資格取得講座，国家資格取得講座，資格の認定及び資格の付与，資格検
定試験の企画・運営又は実施，講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催におけ

806 二級建築ＣＡＤ設計士
通常:
標準

2005/12/14 2005-117562 国際分類第８版 1
41 【41】資格取得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，民間資格

取得講座，公的資格取得講座，国家資格取得講座，資格の認定及び資格の付与，資格検
定試験の企画・運営又は実施，講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催におけ

807 日商販売士
通常:
標準

2005/12/8 2005-119608 国際分類第８版 5

09,16,35,41,42 【09】学習参考書・その他の刊行物の内容を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ、電子計算機用プログ
ラムを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ、録音済み磁気ディスク・磁気テープ、録画済みビデオディス

 ク・ビデオテープ
 【16】印刷物、カタログ、雑誌、書籍、新聞、パンフレット

【35】看板による広告、はり紙による広告、インターネットのホームページを利用した広告、
市場調査、経営の診断及び指導、職業のあっせん、人材派遣によるＯＡ機器の操作・デー
タ入力・一般会社事務・受付・秘書・経理事務、書類の複製、求人情報の提供、職業適正検

 査
【41】インターネットを利用した検定試験に関する情報の提供、インターネットを利用した検
定試験・模擬試験に関する情報の提供、インターネットを利用した検定試験・模擬試験に関
する企画・運営・実施、技芸・スポーツ又は知識の教授、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通信端末を利用した知識の教授、技芸又は知識の教授、人材派遣に
よる事務機器の操作方法・電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法
又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導、人材派遣による検定試験・

808 ＣＡＤ１級建築設計士
通常:
標準

2005/12/27 2005-121757 国際分類第８版 1
41 【41】資格取得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，民間資格

取得講座，公的資格取得講座，国家資格取得講座，資格の認定及び資格の付与，資格検
定試験の企画・運営又は実施，講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催におけ

809 ＣＡＤ２級建築設計士
通常:
標準

2005/12/27 2005-121758 国際分類第８版 1
41 【41】資格取得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，民間資格

取得講座，公的資格取得講座，国家資格取得講座，資格の認定及び資格の付与，資格検
定試験の企画・運営又は実施，講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催におけ

810 建築構造士
通常:
標準

2005/12/28 2005-122665 国際分類第８版 2
37,42  【37】建築物の工事監理，建築工事に関する助言，建設工事

【42】建築物の設計，測量，建築又は都市計画に関する研究，土木に関する試験又は研究

811 医療設計士
通常:
標準

2005/12/20 2005-123203 国際分類第８版 1
44 【44】医業、医療情報の提供、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導、動物の飼育、動物

の治療、医療情報の提供に関する助言

812 健康生活指導士
通常:
標準

2006/1/24 2006-004823 国際分類第８版 1
41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提

供，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 ）

813 生活習慣病予防士
通常:
標準

2006/1/27 2006-006248 国際分類第８版 2

16,41 【16】テキスト，その他の印刷物，書画，写真，写真立て，紙類，文房具類，紙製包装用容
 器

【41】生活習慣病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，生活習
慣に関するセミナー・講習会・研究会の企画・運営・開催，生活習慣病に関する知識・技能
の認定・検定試験の実施，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，図書及び記録の供覧，電子出版物の提供，書籍の制作，教育・文

814 生活習慣病予防指導士
通常:
標準

2006/1/27 2006-006249 国際分類第８版 2

16,41 【16】テキスト，その他の印刷物，書画，写真，写真立て，紙類，文房具類，紙製包装用容
 器

【41】生活習慣病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，生活習
慣に関するセミナー・講習会・研究会の企画・運営・開催，生活習慣病に関する知識・技能
の認定・検定試験の実施，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，図書及び記録の供覧，電子出版物の提供，書籍の制作，教育・文

815 推進工事技士
通常:
標準

2006/2/2 2006-008081 国際分類第８版 1

41 【41】推進工事に関する資格の付与，推進工事に関する資格付与のための資格検定試験
の実施及び資格の認定並びに資格に関する情報の提供，推進工事に関する知識の教授，
推進工事に関するセミナーの企画・運営又は開催，推進工事に関する出版物の企画・編集
又は製作，推進工事に関する電子出版物の製作・貸与又は提供

816 まぐろ鑑定士 通常 2006/2/16 2006-013259 国際分類第８版 1

41 【41】マグロ・マグロの鑑定に関する資格の認定・付与及びこれに関する情報の提供，マグ
ロ・マグロの鑑定に関する資格認定試験の実施及びこれに関する情報の提供，マグロ・マ
グロの鑑定に関する知識の教授，マグロ・マグロの鑑定に関するセミナー・研修会の企画・
運営又は開催，マグロ・マグロの鑑定に関するセミナー・研修会の企画・運営又は開催に関
する情報の提供
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817
ガーデン　セラピスト＼庭園アロ
マボディケア療法士

通常 2006/2/22 2006-015336 国際分類第８版 2

16,41 【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文

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

818 公園管理運営士
通常:
標準

2006/3/2 2006-018309 国際分類第８版 1

41 【41】公園に関する資格のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与，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・演劇又は音楽の演奏の興行及び
スポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），音響用又は映
像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は
教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィル
ムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸
与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，
ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与 おもちゃの貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊
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