
２００５年３条１項３号審決（登録しない）リスト.xls 2006/6/5

No. 商標（見本） 商標 種別 出願番号 終処分 法区分 区分 指定商品・役務

1 立体商標
通常:
立体

1998-038832
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

25 【25】運動靴

2 立体商標
通常:
立体

1998-038833
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

25 【25】運動靴

3 ＮｅｔＭｅｄｉａ
通常:
標準

1998-049078
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
09 【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－ＲＯＭ及びその他の電子応用機械器具及びその部品，電気
通信機械器具，録画済みビディオディスク及びビデオテープ

4 瀬戸の＼ほんじお 通常 1998-085893 出願取下 平成８年法

30 【30】食塩

5 Ｆａｃｅ　Ｍａｓｋ＼フェイスマスク 通常 1998-095108
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03 【03】化粧品，香料類，せっけん類，歯磨き

6
ターボモーター＼ＴＵＲＢＯＭＯ
ＴＥＲ

通常 1998-106621
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

07,12 【07】交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流
 電動機（その部品を除く。）を除く。）

【12】陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。）

7 スーパーマイカープラン
通常:
標準

1999-006868
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
36 【36】資金の貸付け

8 ￠ａｎａｌ・ｇｅｓｉｃ 通常 1999-008622
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

05 【05】薬剤

9
ウルトラパノラマ＼Ｕｌｔｒａ　Ｐａｎｏ
ｒａｍａ

通常 1999-009771
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

01 【01】化学品，原料プラスチック，写真材料

10 ウルトラワイド＼Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ 通常 1999-009772
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

01 【01】化学品，原料プラスチック，写真材料

11 立体商標
通常:
立体

1999-013998
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

17,19  【17】
【19】コイル状に巻いたガラス繊維製の断熱材・防音材

12 ＴｅＸ 通常 1999-018344
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

24,25 【24】布製身の回り品，織物製テーブルナプキン，ふきん，羽毛布団，その
他の布団，毛布，家庭用スリーピングバッグ，タオルケット，布団カバー，
布団側，まくらカバー，敷布，ベッドカバー，ベッド用覆い，その他のベッドリ
ネン，織物製ブラインド，カーテン，カーテン用織物製留めひも，シャワー
カーテン，織物製コースター，織物製ランチョンマット，テーブル掛け，テー

 ブルセンター，織物製トイレットシートカバー，便座カバー，浴用手袋
【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

13 ＳＴＲＥＴＣＨ　ＭＡＲＫ 分割 1999-020810
査定不服審判中の
審判拒絶

昭和３４年法

03 【03】化粧品

14 だし＼自慢 通常 1999-025329 出願取下 平成８年法

30 【30】濃縮液体だし

15
ラクトトリペプチド＼ＬＡＣＴＯ　Ｔ
ＲＩＰＥＰＴＩＤＥ

通常 1999-035614
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

05 【05】薬剤，乳糖

16 専用タイヤ 通常 1999-036911
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

12 【12】自動車用タイヤ
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17 青粒 通常 1999-037517
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

29 【29】モロヘイヤを乾燥してなる粉末状・顆粒状及び粒状の加工食品，その
他の加工野菜及び加工果実，食肉，食用魚介類（生きているものを除
く。），肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆
布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお節，寒
天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼
きのり，豆，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カ
レー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚
げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく

18 しっとりつるつる！！ 通常 1999-042351
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03 【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，
人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤

19 ＨＡＶＩ
優先:
標準

1999-061361
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09 【09】ＨＡＶｉに対応したインターフェース，ＨＡＶｉに対応したインターフェース
を内蔵したセットトップボックス・ビデオレコーダー・（デジタル）カメラ・コンパ
クトディスクプレーヤー・ミニディスクプレーヤー・ＤＶＤプレーヤー・モデム・
（デジタル）テレビジョン受信機・モニター・電話機及びテレビ電話機・家庭
用テレビゲームおもちゃ・コンピュータ・コンピュータ周辺機器，前記商品を
ＨＡＶｉに対応させるためのプログラムを記憶させたソフトウェアプログラム

20 デンタルクリア 通常 1999-068352
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03 【03】ウェットティッシュタイプの洗浄剤，ウェットティッシュタイプの歯磨き

21
ＰＨＯＴＯＰＡＩＮＴＩＮＧ＼フォトペ
インティング

通常 1999-070252
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

16,20,40,41,42  【16】写真，写真立て，書画，印刷物
 【20】額縁

【40】写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，写真の現
 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

【41】写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用のスタジオの
提供，写真技術その他の技芸・スポーツ又は知識の教授及び指導，写真

 の貸与，絵画の貸与
【42】

22 スモールビジネス市場
通常:
標準

1999-096463
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

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，金銭債券の取得及び譲渡，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または地上権若し
くは土地の賃借権の信託の引き受け，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

23
スモールビジネスマーケット＼Ｓ
ＭＡＬＬ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＭＡＲＫ
ＥＴ

通常 1999-096464
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

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，金銭債券の取得及び譲渡，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または地上権若し
くは土地の賃借権の信託の引き受け，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

24
元祖＼全洲式∞石焼ビビムパ
本舗

通常 1999-113770
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

42 【42】朝鮮料理の提供

25 あぶらフキフキティッシュ
通常:
標準

1999-118919
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03,16 【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，

 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【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

26 デオドラントパウダー
通常:
標準

2000-002059
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

01,03,05,10,11,16 【01】化学品，植物成長調整剤類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用の
ものを除く。），高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，原料プラスチック，パ

 ルプ，工業用粉類，肥料，写真材料，試験紙，人工甘味料，陶磁器用釉薬
【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，

 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，耳帯，眼帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，

 失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，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，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，家庭用電気マッサージ器，しび

 ん，病人用便器，耳かき
【11】電球類及び照明用器具，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ラン
プ，ほや，工業用炉，原子炉，火鉢類，ボイラー，ガス湯沸かし器，加熱
器，調理台，流し台，業務用揚物器，業務用食器乾燥機，業務用炊飯器，
業務用煮炊釜，業務用焼物器，業務用レンジ，冷凍機械器具，アイスボッ
クス，氷冷蔵庫，飼料乾燥装置，牛乳殺菌機，乾燥装置，換熱器，蒸煮装
置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，便所ユニット，浴室ユ
ニット，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），太陽熱利用温
水器，浄水装置，家庭用電熱用品類，浴槽類，家庭用浄水器，水道蛇口
用座金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓，タンク用水位制御弁，パイプラ
イン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理
槽，ごみ焼却炉，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便
器，和式便器用いす，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

27 立体商標
通常:
立体

2000-002657
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

28 【28】おもちゃ

28 ラバースポンジ
通常:
標準

2000-002837
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03,05 【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，

 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，耳帯，眼帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙
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29 公募懸賞ガイド
通常:
標準

2000-009332
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

38,42 【38】移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，電話による通
 信，ファクシミリによる通信

【42】懸賞情報の提供，コンテスト情報の提供，モニター情報の提供，プレ
ゼント情報の提供，会員制懸賞情報の提供，会員制コンテスト情報の提
供，会員制モニター情報の提供，会員制プレゼント情報の提供

30 オーダーメイドマンション
通常:
標準

2000-017639
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
36 【36】マンションの売買

31 アンダーフィル
通常:
標準

2000-027622
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
01,06  【01】はんだ付け用フラックス

【06】クリームはんだ

32 ＡＭＥＲＩＣＡ’Ｓ　ＦＩＮＥＳＴ
通常:
標準

2000-032337
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

28 【28】遊戯用器具，ビリヤード用具，囲碁用具，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，マージャン用具，おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運
動用具，スキーワックス，釣り具

33 §西京白味▲噌▼ 通常 2000-036087
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

31 【31】白味噌

34 きれいな空気
通常:
標準

2000-045605 出願取下 平成８年法

03,05 【03】芳香剤，消臭芳香剤，せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，
洗濯用ふのり，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，
染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，
研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴

 墨，塗料用剥離剤
【05】消臭剤，薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，
ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，

35 立体商標
通常:
立体

2000-048472
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

18 【18】旅行かばん，ブリーフケース，アタッシェケース，その他のかばん類

36
ピュアラベンダー＼Ｐｕｒｅｌａｖｅｎ
ｄｅｒ

通常 2000-061122
査定不服審判中の
審判取下

平成８年法

03,05 【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，

 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙

37 ピュアハーブ＼Ｐｕｒｅｈａｒｂ 通常 2000-061123
査定不服審判中の
審判取下

平成８年法

03,05 【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，

 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙

38 ピュアミント＼Ｐｕｒｅｍｉｎｔ 通常 2000-061124
査定不服審判中の
審判取下

平成８年法

03,05 【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，家庭用帯電防
止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗
濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出

 し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【05】薬剤（せき止めあめ，口腔用剤，口中清潔剤，口中清涼剤，入浴剤を
除く），歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセ
ル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パン
ティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，失
禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙

39 バタどら 通常 2000-063102
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

30 【30】菓子及びパン

40 ピュアハーブ＼Ｐｕｒｅｈｅｒｂ 通常 2000-063358
査定不服審判中の
審判取下

平成８年法

03,05 【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，

 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙

41 南アルプス
通常:
標準

2000-064129
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
32 【32】清涼飲料（「ミネラルウォーター」を除く。），果実飲料，飲料用野菜

ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップエキス

42 インテリアショップ
通常:
標準

2000-067977
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

28 【28】液晶画面付き電子ゲームおもちゃ（液晶画面付き電子ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させたＲＯＭカートリッジ，液晶画面付き電子ゲーム
おもちゃに接続して用いられる専用イヤホン，その他の付属品を含む），そ
の他のおもちゃ，人形，囲碁用具，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，マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，運動用具

43 ＳＵＰＰＬＹ　ＮＥＴ
通常:
標準

2000-073468
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

39 【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸
送，貨物のこん包，貨物の積卸し，貨物の輸送の媒介，船舶の貸与・売買
又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の実施，旅
行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介
又は取次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一
時預かり，ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供給，係留施設の提
供，倉庫の提供，駐車場の提供，飛行場の提供，車いすの貸与，自転車
の貸与，航空機の貸与，コンテナの貸与，パレットの貸与，自動車の貸

44 山辺ぶどう
通常:
標準

2000-083782
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
31 【31】ぶどう

45 カイアポイモ
通常:
標準

2000-083979
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
31 【31】いも

46 リハビリパンツ 通常 2000-090722
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

05 【05】パンツ型失禁用おしめ，パンツ型失禁用吸収性パンツ

47
ウオームタイプ＼ＷＡＲＭ　ＴＹＰ
Ｅ

通常 2000-100907
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

24,25 【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，ふきん，かや，敷
き布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製壁掛け，織
物製ブラインド，カーテン，テーブル掛け，どん帳，シャワーカーテン，紅白

 幕，ビリヤードクロス，のぼり及び旗（紙製のものを除く。）
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，ベルト，履物，運動用特殊衣
服，運動用特殊靴
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48 クールタイプ＼ＣＯＯＬ　ＴＹＰＥ 通常 2000-100908
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

24,25 【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，ふきん，かや，敷
き布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製壁掛け，織
物製ブラインド，カーテン，テーブル掛け，どん帳，シャワーカーテン，紅白

 幕，ビリヤードクロス，のぼり及び旗（紙製のものを除く。）
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，ベルト，履物，運動用特殊衣
服，運動用特殊靴

49
ブルーマウンテン＼ＢｌｕｅＭｏｕｎ
ｔａｉｎ

通常 2000-102463
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

30 【30】ジャマイカ産のコーヒー，ジャマイカ産のコーヒー豆

50 再開発コーディネーター
通常:
標準

2000-103241
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

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，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，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，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

51 セニア＼ＳＥＮＩＯＲ 通常 2000-105126
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03 【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

52
セカンドスクール＼ＳＥＣＯＮＤＳ
ＣＨＯＯＬ＼２ｎｄｓｃｈｏｏｌ

通常 2000-106960
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

42 【42】技芸・スポーツ又は知識の教授

53 立体商標
通常:
立体

2000-107014
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

16 【16】表面をプラスチックフィルムにて覆ってなる飲料用紙製包装用容器

54 プロッシュット　ディ　パルマ
団体:
標準

2000-113285
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
29 【29】ハム

55 ペットロボ
通常:
標準

2000-116050
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
28 【28】遊戯用器具，囲碁用具，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，
マージャン用具，おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，釣り具

56 立体商標
通常:
立体

2000-117688
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

18 【18】ハンドバッグ

57 ルーバーラティス
通常:
標準

2000-121305
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
19 【19】合成建築専用材料，木材，建具（金属製のものを除く）

58 ミドラー
通常:
標準

2000-129736
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

25 【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水
泳帽，和服，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショー
ル，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッ
カチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳覆い，ずきん，すげが
さ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バ
ンド，ベルト，仮装用衣服，運動用特殊衣服

59 図形商標 通常 2000-132376
査定不服審判中の
審判取下

平成８年法

08,14,16,18,21,28,3
4

【08】銀製洋食ナイフ，その他のほうちょう類，銀製はさみ，その他のはさみ
類，銀製ひげそり，ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，マニキュアセッ

 ト，角砂糖挟み，銀製スプーン，銀製フォーク
【14】時計，身飾品，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，貴金属製の花瓶及び水盤，貴金属製針箱，貴金属製
宝石箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口及び
財布，貴金属製靴飾り，貴金属製コンパクト，貴金属製喫煙用具，銀製貯

 金箱，銀製ピルケース，銀製キーホルダー
【16】印刷物，銀製写真立て，その他の写真立て，遊戯用カード，銀製しお
り，その他のしおり，銀製ペーパーウエイト，ガラス製ペーパーウエイト，便
せん，封筒，カード，筆記用具，ペーパーナイフ，その他の文房具類（「昆

 虫採集用具」を除く。）
【18】かばん類，その他の袋物，携帯用化粧道具入れ，ステッキ，つえ，つ
え金具，つえの柄，愛玩動物用の首輪に取り付ける銀製の名札，その他

 の愛玩動物用被服類
【21】ガラス製食器類，陶磁製食器，その他の食器類（貴金属製のものを
除く。），アイスペール，手動式のこしょうひき，栓抜き，タルト取分け用へ
ら，化粧用具，洋服ブラシ，靴ブラシ，靴べら，ガラス製又は陶磁製の包装
用容器，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，紙タオル取り出し用金属製
箱，せっけん用ディスペンサー，トイレットペーパーホルダー，貯金箱（金属
製のものを除く。），ろうそく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除
く。），花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），クリスタルガラス製の小立
像 陶磁製の小立像

60 ｅ―Ｋｅｉｓｏｋｕ 通常 2000-132771
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

42 【42】測定機械器具・電気磁気測定器などを用いた計測データの収集・加
工・保管・配信

61 ＤＯＵＢＬＥＳＡＦＥ
通常:
標準

2000-132782
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
06 【06】金属製包装用容器
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62 歌本
通常:
標準

2000-133484
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09,41 【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，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，写真機
械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のもの
を除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，メトロノーム，電子応
用機械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，遊園地用機
械器具，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓
練用シミュレーター，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，乗
物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，鉄道用
信号機，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，事故防護用手袋，
消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，消防艇，
保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，磁
心，抵抗線，電極，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウ
ント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ガソリンステーション用装
置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨の計数
用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又
は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算機，パ
ンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付
けチェック装置，計算尺，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタン
ク，水泳用浮き板，レギュレーター，潜水用機械器具，アーク溶接機，金属
溶断機，電気溶接装置，家庭用テレビゲームおもちゃ，検卵器，電動式扉
自動開閉装置，電子計算機ネットワークを通じてダウンロードできる電子計
算機用プログラム，通信を用いてダウンロード可能な音楽または映画，通

 信を用いてダウンロード可能な演奏コード付き歌詞
【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・

63 脱臭茶
通常:
標準

2000-133671
査定不服審判中の
審判取下

平成８年法

03,05 【03】せっけん類，消臭芳香剤，その他の香料類，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，洗濯用でん粉のり，
洗濯用ふのり，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，
染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，
研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴

 墨，塗料用剥離剤
【05】脱臭剤，消臭剤，芳香消臭剤，その他の薬剤，歯科用材料，医療用
油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生
理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包
帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，失禁用おしめ，人工受精用精

64 脱臭∞消臭∞茶 通常 2000-133672
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03,05 【03】脱臭・消臭効果を有するせっけん類，脱臭・消臭効果を有する香料
類，脱臭・消臭効果を有する消臭芳香剤，身体用脱臭・消臭剤，脱臭・消
臭効果を有する歯磨き，脱臭・消臭効果を有する化粧品，脱臭・消臭効果

 を有する洗濯用柔軟剤，脱臭・消臭効果を有する洗濯用漂白剤
【05】脱臭・消臭剤（身体用及び工業用のものを除く。），消臭・脱臭剤（身
体用及び工業用のものを除く。），脱臭・消臭効果を有する失禁用おしめ

65
緑茶と備長炭で消す！∞冷蔵
庫用∞脱臭∞消臭∞茶∞だっ
しゅう＼しょうしゅうちゃ

通常 2000-133673
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03,05  【03】緑茶と備長炭を配合してなる冷蔵庫用消臭芳香剤
【05】緑茶と備長炭を配合してなる冷蔵庫用脱臭剤，緑茶と備長炭を配合
してなる冷蔵庫用消臭剤，緑茶と備長炭を配合してなる冷蔵庫用芳香消
臭剤

66 スーパー・ルテイン
通常:
標準

2000-134625
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

29 【29】ルテインを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入し
た粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食
品，ゼアキサンチンを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに
封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の
加工食品，マリーゴールド抽出物を含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液
状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封
入した液状の加工食品，リコペンを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液
状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封
入した液状の加工食品，トマト抽出物を含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・
液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに
封入した液状の加工食品，アルファカロチンを含有する粉末状・錠剤状・顆
粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプ
セルに封入した液状の加工食品，パーム油抽出物を含有する粉末状・錠
剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒
状・カプセルに封入した液状の加工食品，人参油抽出物を含有する粉末
状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した
顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品，ベータカロチンを含有する
粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封
入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品，藻類抽出カロチンを
含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプ
セルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品，抽出ビタミ
ンＥを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・
カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品，ドコサ
ヘキサエン酸（ＤＨＡ）を含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセル
に封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状
の加工食品，精製魚油を含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセル
に封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状
の加工食品 アントシアニンを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カ

67 オートギャラリー 通常 2000-142472
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

35,41 【35】通信ネットワークを利用した広告スぺースの貸与，通信ネットワークを
利用した商品の売買契約の媒介，通信ネットワークを利用した商品の販売

 に関する情報の提供，商品見本市及び商品展示会の企画・運営
【41】セミナーの企画・運営，興行の企画・運営（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・小型自動車競争の興行に関
するものを除く。）

68 セイバーアップ＼ＳＡＶＯＲ　ＵＰ 通常 2001-000964
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

29 【29】食用油脂

69 ＦＲＥＳＨ　Ｆ２１Ｃ
優先:
標準

2001-001625
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03 【03】フェイスマスク型のパック用化粧料，肌のくすみとり用クリーム，化粧
落としクリーム，フェイスクリーム，ハンドクリーム，フットクリーム，フェイス
エモリエントクリーム，ファウンデーションクリーム，その他のクリーム，フェ
イスローション，顔用モイスチャライザー，日焼け止めローション，日焼け後
処理用ローション，オーデコロン，その他の化粧水，ヘアーコンディショ
ナー，その他の頭髪用化粧品，リップグロス，リップバームその他の口紅，
その他の紅，香料入りボディオイル，芳香消臭用化粧品，香水類，アイ
シャドウ，マスカラ，まゆ墨，その他の化粧品，スクラブせっけん，ジェル状
せっけん，ヘアーシャンプー，化粧せっけんその他のせっけん類，香料類，
かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用

70 クイックフォトメ―ル
通常:
標準

2001-003051
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
09 【09】電気通信機械器具（放送用機械器具，音声周波機械器具，映像周波

機械器具を除く。），電子応用機械器具及びその部品

71
Ｗｅｄｄｉｎｇ　Ｎｅｔ＼ウエディング
ネット

通常 2001-003725
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

42 【42】インターネット・パソコン通信・ＦＡＸ・電話等の通信回線を利用した結
婚又は交際を希望するものへの異性の紹介に関する情報の提供，イン
ターネット・パソコン通信・ＦＡＸ・電話等の通信回線を利用した婚礼（結婚
披露宴を含む。）のための施設の提供に関する情報の提供
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72 ショックアブソーバー
通常:
標準

2001-004886 出願取下 平成８年法

09,14 【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回
転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機
械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，レコード，メト
ロノーム，遊園地用機械器具，スロットマシン，電気アイロン，電気式ヘア
カーラー，電気ブザー，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，磁
心，抵抗線，電極，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，自動販売機，金銭登録
機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計
算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，
電気計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵

 便切手のはり付けチェック装置，家庭用テレビゲームおもちゃ
【14】貴金属，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，宝玉及びそ

73 還元鋳造
通常:
標準

2001-007129
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

06,07,12,40 【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の
金属製専用材料，金属製建具，金庫，金属製金具，金属製建造物組立て
セット，金属製貯蔵槽類，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当
たるものを除く。），金属製包装用容器，金属製荷役用パレット，荷役用
ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製セメント製
品製造用型枠，金属製の可搬式家庭用温室，金属製の吹付け塗装用
ブース，金属製養鶏用かご，金属製航路標識（発光式のものを除く。），金
属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），てんてつ機，金属製管
継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，いかり，金属製ビット，金属製ボ
ラード，かな床，はちの巣，金網，ワイヤロープ，犬用鎖，金属製家庭用水
槽，金属製工具箱，金属製貯金箱，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製
のネームプレート及び標札，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製帽
子掛けかぎ，金属製郵便受け，金属製靴ぬぐいマット，金属製ブラインド，
金属製立て看板，金属製彫刻，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製の
バックル，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛

 び込み台，金属製あぶみ，拍車，
 【07】鋳造機，その他の金属加工機械器具，

【12】船舶並びにその部品及び付属品，航空機並びにその部品及び付属
品，鉄道車両並びにその部品及び付属品，自動車並びにその部品及び付
属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品，乳母車，人
力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，車いす，荷役用索道，カーダ
ンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動力機械器
具（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流
電動機又は直流電動機（その部品を除く ） 乗物用盗難警報器

74 カラオケマシン
通常:
標準

2001-007518
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

28 【28】液晶画面付き電子ゲームおもちゃ（液晶画面付き電子ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させたＲＯＭカートリッジ，液晶画面付き電子ゲーム
おもちゃに接続して用いられる専用イヤホン，その他の付属品を含む），そ
の他のおもちゃ，人形，囲碁用具，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，マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，釣り具

75 緑茶ビーズ
通常:
標準

2001-008585
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03,05 【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，

 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙

76 セラミック備長炭
通常:
標準

2001-008586
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03,05 【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，

 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙

77 よごれみがき
通常:
標準

2001-008595
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03 【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，
人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤

78 ふんわり
通常:
標準

2001-008694
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03,05,25 【03】せっけん類，香料類，化粧品（頭髪用化粧品を除く），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，洗濯用でん粉のり，
洗濯用ふのり，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，
染み抜きベンジン，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用

 砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，失禁用お

 しめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖
【25】履物

79 インナーシート
通常:
標準

2001-009466
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
05 【05】失禁用おしめ，生理用ナプキン

80 ＵｌｔｒａＣｌｅａｎ
優先:
標準

2001-014564
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
10 【10】電気外科用電極

81 ＳＷＩＳＳ　ＷＡＴＥＲ
通常:
標準

2001-015779
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
30,40  【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶

【40】コーヒー及び茶からカフェインを抜く加工処理，その他の食料品の加
工

82 立体商標
通常:
立体

2001-015913
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

11 【11】湯たんぽ

83 野菜粒 通常 2001-016092 出願取下 平成８年法

29 【29】野菜を主原料とする顆粒状・カプセル状・錠剤状の加工食品，食肉，
食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野
菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，
カレー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚
げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく

84 イチコロ
通常:
標準

2001-021749
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

05 【05】農業用薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オ
ブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精
液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
乳児用粉乳，乳糖，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド
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85 ＩｎｔｅｒｎｅｔＳｔｒｅａｍｉｎｇＳｅｒｖｅｒ
通常:
標準

2001-029318
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09,42 【09】アーク溶接機，ウエイトベルト，ウェットスーツ，エアタンク，オゾン発生
器，ガス漏れ警報器，ガソリンステーション用装置，カメラ・その他の写真
機械器具，スプリンクラー消火装置，スライドフィルム，スライドフィルム用
マウント，スロットマシン，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシ
ステム機械，ビリングマシン，メトロノーム，レギュレーター，レコード，ロケッ
ト，運動技能訓練用シミュレーター，映画機械器具，映写フィルム，加工ガ
ラス（建築用のものを除く。），家庭用テレビゲームおもちゃ，火災報知機，
回転変流機，眼鏡，救命用具，金銭登録機，金属溶断機，計算尺，検卵
器，光学機械器具，硬貨の計数又は選別用の機械，作業記録機，事故防
護用手袋，磁心，自動車用シガーライター，自動販売機，写真複写機，手
動計算機，消火ホース用ノズル，消火器，消火栓，消防車，消防艇，乗物
の故障の警告用の三角標識，乗物運転技能訓練用シミュレーター，水泳
用浮き板，製図用又は図案用の機械器具，潜水用機械器具，測定機械器
具，駐車場用硬貨作動式ゲート，調相機，抵抗線，鉄道用信号機，電解
槽，電気アイロン，電気ブザー，電気計算機，電気磁気測定器，電気式ヘ
アカーラー，電気通信機械器具，電気溶接装置，電極，電子応用機械器
具およびその部品，電線及びケーブル，電池，電動式扉自動開閉装置，
盗難警報器，配電用または制御用の機械器具，発光式又は機械式の道
路標識，票数計算機，浮袋，保安用ヘルメット，防じんマスク，防火被服，
防毒マスク，遊園地用機械器具，郵便切手のはり付けチェック装置，溶接
マスク，理化学機械器具，録画済ビデオディスク及びビデオテープ，録画

 済みＣＤ―ＲＯＭ
【42】オフセット印刷，オンラインによる情報処理，カメラの貸与，グラビア印
刷，コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸，スクリーン印
刷，デザインの考案，ルームクーラーの貸与，医薬品・化粧品又は食品の
試験・検査又は研究，飲食物の提供，加熱器の貸与，火災報知機の貸
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，機械器具に関する試験又は研究，気象に関する情報
の提供 求人情報の提供 計測器の貸与 結婚又は交際を希望する者へ

86 立体商標
通常:
立体

2001-030091
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

08 【08】包丁，洋食ナイフ

87 立体商標
通常:
立体

2001-030092
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

08 【08】包丁，洋食ナイフ

88 Ｂｒｉｓｔｏｌ 通常 2001-032689
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

14,25  【14】身飾品（「カフスボタン」を除く。），時計，キーホルダー
【25】被服，履物，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト

89 ＳＨＡＫＩＳＨＡＫＩ＼シャキシャキ 通常 2001-033107
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

32 【32】飲料水，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清
飲料

90 Ｂｒｉｓｔｏｌ 通常 2001-038077
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

18 【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ

91 神々の遊湯＼天橋立温泉 通常 2001-039538
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

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，天橋立における入浴施設の提供，写真の撮影，婚
礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，通訳，翻訳，あん摩・マッ
サージ及び指圧，きゅう，はり，衣服の貸与，会議室の貸与，展示施設の
貸与

92 スパイシーハーブ
通常:
標準

2001-040295
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

05 【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙

93 レディースパック
通常:
標準

2001-041715
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
39 【39】女性作業者による車両による輸送，女性作業者による貨物の輸送の

媒介，女性作業者による貨物のこん包

94 Ｅ―ＳＥＲＶＩＣＥ 通常 2001-044982
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

37 【37】インターネット又はテレビ電話会議による内視鏡を含む医療用機械器
具の修理又は保守

95 ＣＨＵＡＯ
通常:
標準

2001-045593
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
30 【30】コーヒー及びココア，代用コーヒー，チョコレート，その他の菓子及び

パン，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末あ
め，水あめ，即席菓子のもと

96 ｅ―ｐａｃｈｉｎｋｏ＼イーパチンコ 通常 2001-046821
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09,38,41,42 【09】コンピュータネットワークを通じて提供されるコンピュータプログラム
（ダウンロード可能なもの），電子応用機械器具及びその部品，電気通信

 機械器具
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末によ
る通信，電報による通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線

 呼出し
【41】通信を用いて行うゲームの提供，通信を用いて行うゲームの提供に

 関する情報の提供
【42】 ンピ タゲ ム用のプ グラムその他の ンピ タプ グラムの

97 ｅ―ｐａｃｈｉｓｌｏ＼イーパチスロ 通常 2001-046822
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09,38,41,42 【09】コンピュータネットワークを通じて提供されるコンピュータプログラム
（ダウンロード可能なもの），電子応用機械器具及びその部品，電気通信

 機械器具
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末によ
る通信，電報による通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線

 呼出し
【41】通信を用いて行うゲームの提供，通信を用いて行うゲームの提供に

 関する情報の提供
【42】 ンピ タゲ ム用のプ グラムその他の ンピ タプ グラムの

98 生薬湯
通常:
標準

2001-046856
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03,05 【03】せっけん類，香料類，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，

 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙
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99 鼻スースー
通常:
標準

2001-048312
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

29,30,31,32 【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，
豆，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，
食用油脂，カレー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふり

 かけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精
油のものを除く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，
食用グルテン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，た
こ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパ
イ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，

 ホイップクリーム用安定剤，酒かす
【31】あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるし
の実，コプラ，麦芽，ホップ，未加工のコルク，やしの葉，食用魚介類（生き
ているものに限る。），海藻類，獣類・魚類（食用のものを除く。），鳥類及び
昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，種繭，種卵，飼料，釣り用餌，果
実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，

 牧草，盆栽，生花の花輪，飼料用たんぱく
【32】ビール 清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジュース 乳清飲料 ビー

100 ＢＡＣＫＰＡＣＫＥＲ
通常:
標準

2001-050054
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
18 【18】かばん類，袋物

101 日本の山旅 通常 2001-051374
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

39 【39】日本の山を目的地とした主催旅行の実施，日本の山を目的地とした
旅行者の案内，日本の山を目的地とした旅行に関する契約（宿泊に関する
ものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ

102 世界の山旅 通常 2001-051375
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

39 【39】世界の山を目的地とした主催旅行の実施，世界の山を目的地とした
旅行者の案内，世界の山を目的地とした旅行に関する契約（宿泊に関する
ものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ

103 ｅ―読影・支援
通常:
標準

2001-051399
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09,10,37,38,42  【09】電子応用機械器具及びその部品
 【10】医療用機械器具

【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，ふ卵器の修理又
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，写真機械器具の修理又は
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，牛
乳ろ過器の修理又は保守，搾乳機の修理又は保守，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，栽培機械器具の修理又は保守，収穫機械器具の修理又は保守，
植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守，飼料圧搾機の修理又は保
守，飼料裁断機の修理又は保守，飼料配合機の修理又は保守，飼料粉砕
機の修理又は保守，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

104 Ｔｉｔａｎｉｕｍ
通常:
標準

2001-053026
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
25 【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物

105 §御茶園 通常 2001-056931
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

30 【30】ミルクティー，レモンティー，ウーロン茶，紅茶，麦茶，緑茶，昆布茶

106 エコジェネレーター 通常 2001-060966
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09 【09】水素酸素混合ガス発生装置，電解槽

107 モバイルドキュメントフォーマット
通常:
標準

2001-066111
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
09 【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機

械器具及びその部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機
械器具

108 アールグレイ紅茶
通常:
標準

2001-067222
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

03,05 【03】香料類，化粧品（香水類を除く），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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨
き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，

 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙

109 小さな結婚式
通常:
標準

2001-067788 出願取下 平成８年法
42 【42】婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，婚礼（結婚披露を含

む。）に関する情報の提供，婚礼（結婚披露を含む。）の企画・運営又は開
催，写真の撮影，美容，理容，衣服の貸与

110 図形商標 通常 2001-069827
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

05 【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙

111 図形商標 通常 2001-069828
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

05 【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙
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112 図形商標 通常 2001-069829
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

05 【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，
失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙

113 ライブオークション
通常:
標準

2001-070922
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
35 【35】競売の運営

114 人材市場
通常:
標準

2001-072493
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
35,42  【35】インターネットを利用した広告

【42】インターネットを利用した求人・求職情報の提供

115
ＶＥＧＧＩＥ　ＳＬＩＣＥＳ　ＮＡＴＵＲ
Ｅ’Ｓ　ＡＬＴＥＲＮＡＴＩＶＥ　ＴＯ
ＣＨＥＥＳＥ

通常 2001-076633
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

29 【29】大豆を原料とする代用スライスチーズ

116 アレルゲンカット 通常 2001-077059
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

05 【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳
帯，眼帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱
脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，はえとり紙，防虫紙

117 ＮｅｔＬｉｖｅ
通常:
標準

2001-078495
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09 【09】電気通信機械器具，映像信号または音声信号を含む各種の信号を
ネットワークを介して配信または受信するための（配信または受信の前ま
たは後において信号を所定形式の信号に変換するものを含む）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，映像信号または音
声信号を含む各種の信号をネットワークを介して配信または受信するため
の（配信または受信の前または後において信号を所定形式の信号に変換
するものを含む）電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体，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。），その他

118 人工網膜センサー
通常:
標準

2001-080487
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09,28 【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気磁気測定器，救
命用具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，オゾン発
生器，電解槽，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，
電気ブザー，火災報知機，盗難警報器，自動販売機，金銭登録機，電気
計算機，アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，電気式扉自動開閉
装置，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，レコード，遊園地用
機械器具，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能
訓練用シミュレーター，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，硬貨の

 計数用又は選別用の機械，家庭用テレビゲームおもちゃ
【28】遊戯用器具，おもちゃ，人形，マージャン用具

119 ゆとり設計
通常:
標準

2001-083143
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

11,16,37 【11】電球類及び照明用器具，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ラン
プ，ほや，工業用炉，原子炉，火鉢類，ボイラー，ガス湯沸かし器，加熱
器，調理台，流し台，業務用揚物器，業務用食器乾燥機，業務用炊飯器，
業務用煮炊釜，業務用焼物器，業務用レンジ，業務用オーブン，業務用蒸
し器，冷凍機械器具，アイスボックス，氷冷蔵庫，飼料乾燥装置，牛乳殺
菌機，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖
冷房装置，便所ユニット，浴室ユニット，美容院用又は理髪店用の機械器
具（いすを除く。），太陽熱利用温水器，浄水装置，家庭用電熱用品類，浴
槽類，家庭用浄水器，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，水道用
栓，タンク用水位制御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，家
庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，業務用ごみ焼却炉，家庭用ごみ焼
却炉，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便
器用いす，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
【16】紙類，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，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，かるた，歌がるた，トランプ，花札，文房
具類（「昆虫採集用具」を除く。），昆虫採集用具，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
【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

120
Ｊｕｎｉｏｒ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ＼ジュニアパソコン

通常 2001-086831
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09,28 【09】電子計算機ネットワークを通じてダウンロード可能な家庭用テレビ
ゲームおもちゃ用ゲームプログラム，自動販売機を利用して提供するコン
ピュータプログラム（ダウンロードしたもの），電子計算機端末による通信を
用いて行なうダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・動画像・音声
付き静止画像・音声付き動画像・映像，測定機械器具，電池，写真機械器
具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，携帯電話用ストラップ，デジタル
カメラ，デジタルビデオカメラその他のビデオカメラ，電子スチールカメラ並
びにこれらの部品及び附属品，その他の電気通信機械器具，ダウンロード
可能な音楽，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，メトロノー
ム，ダウンロード可能なコンピュータプログラム，コンピュータプログラム，
電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体，その他の電子計算機用
周辺機器，その他の電子応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲー
ム機，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記憶媒体，業務用
テレビゲーム機の部品及び附属品，その他の遊園地用機械器具及びその
部品，スロットマシン，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，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，ダウンロード可
能な映像，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，自動販売機，計算
尺，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，レ
ギュレーター，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記
憶媒体，家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品，その他の家庭

 用テレビゲームおもちゃ
【28】遊戯用器具，ビリヤード用具，ボードゲーム，囲碁用具，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，マージャン用具，携帯用液晶画面ゲーム
おもちゃ 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶

121 Ｓｃｈｅｄｕｌｅ　Ｖｉｅｗ
通常:
標準

2001-087686
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09 【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁
気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子計算機用プログ
ラム，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・光ディスク・光磁気ディスクその他
の周辺機器を含む。）その他の電子応用機械器具及びその部品，電気ア
イロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極

122 小樽運河倉庫
通常:
標準

2001-089609
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
42 【42】飲食物の提供

123 人工網膜ＬＳＩ
通常:
標準

2001-090038
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09,28 【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気磁気測定器，救
命用具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，オゾン発
生器，電解槽，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，
電気ブザー，火災報知機，盗難警報器，自動販売機，金銭登録機，電気
計算機，アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，電気式扉自動開閉
装置，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，レコード，遊園地用
機械器具，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能
訓練用シミュレーター，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，硬貨の

 計数用又は選別用の機械，家庭用テレビゲームおもちゃ
【28】遊戯用器具，おもちゃ，人形，マージャン用具

124 人工網膜カメラ
通常:
標準

2001-090039
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
09 【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，写真機械器

具，映画機械器具，光学機械器具，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビ
ゲ ムおもちゃ

125 熊笹オリゴ
通常:
標準

2001-097998
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
29 【29】熊笹を主原料とし、オリゴ糖を加味した粉末状・粒状・顆粒状・液体

状・ペースト状・錠剤状の加工食品
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126 海藻オリゴ
通常:
標準

2001-097999
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
29 【29】海藻を主原料とし、オリゴ糖を加味した粉末状・粒状・顆粒状・液体

状・ペースト状・錠剤状の加工食品

127 速聴機
通常:
標準

2001-098010
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
09 【09】テープレコーダ，オーディオ再生機

128 §ＥＡＳＹＣＬＩＰ 通常 2001-101311
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09 【09】クリップオンサングラス

129 パチスロＴＶ
通常:
標準

2001-105713
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09,28 【09】測定機械器具，電池，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
具，眼鏡，救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子応用機械器具及
びその部品，遊園地用機械器具，スロットマシン，電気アイロン，映写フィ
ルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディス
ク及びビデオテープ，自動販売機，ウエットスーツ，浮袋，水泳用浮き板，

 家庭用テレビゲームおもちゃ
【28】遊戯用器具，囲碁用具，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，

130 ストレートダクト
通常:
標準

2001-106542
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
11 【11】ボイラー，冷凍機械器具，設備用・業務用換気扇，暖冷房装置，家庭

用電熱用品類

131 スーパーファイン
通常:
標準

2001-109033
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09 【09】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，コンピュータプログラムその他の電子応用機
械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極

132 ＣＡＬＩＦＯＲＮＩＡ　ＴＡＮ
通常:
標準

2001-109288
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
03 【03】化粧品

133 ミニダブル 通常 2001-110113
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

30 【30】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，

134 ミニドール
通常:
標準

2001-110248
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

14,28 【14】貴金属製食器類，砂糖入れ，貴金属製の花瓶及び水盤，貴金属製宝
石箱，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，宝玉及びその模造

 品，時計，キーホルダー
【28】遊戯用器具，囲碁用具，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，
マージャン用具，おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，釣り具

135 温たま
通常:
標準

2001-112513
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
29 【29】加工卵

136 クイックドライ
通常:
標準

2001-113529
査定不服審判中の
審判取下

平成８年法

07,25 【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，
繊維機械器具，製材用・木工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・
製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は製本用の機械器具，ミシン，
牛乳ろ過器，搾乳機，育雛器，ふ卵器，蚕種製造用又は養蚕用の機械器
具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，ガラス器製造機械，塗装機
械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械器具，半導
体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具
（陸上の乗物用のものを除く。），漁業用機械器具，機械式の接着テープ
ディスペンサー，自動スタンプ打ち器，起動器，交流電動機及び直流電動
機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除
く。），交流発電機，直流発電機，機械式駐車装置，芝刈機，修繕用機械
器具，業務用電気洗濯機，業務用電気式ワックス磨き機，業務用電気掃
除機，電機ブラシ，電動式カーテン引き装置，乗物用洗浄機，廃棄物圧縮
装置，廃棄物破砕装置，軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力伝達装置，

 緩衝器，ばね，制動装置
【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

137 ギョウザドッグ
通常:
標準

2001-113931
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
30 【30】ギョウザの具材を使用した中華まんじゅう

138
§ｍｐ３＼ｐｒｏ∞ＤＩＧＩＴＡＬＡＵＤＩ
Ｏ

優先 2001-114904
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

09,38 【09】ＭＰ３ｐｒｏ対応の音響の記録用・送信用又は再生用の装置，ＭＰ３ｐｒｏ
形式のファイルを直接焼き付けることのできる磁気媒体（未記録のもの），
ＭＰ３ｐｒｏ対応の録音可能なオーディオディスクプレーヤー，ＭＰ３ｐｒｏ対応
のその他のオーディオディスクプレーヤー，ＭＰ３ｐｒｏ形式のファイルを直
接焼き付けることのできるコンパクトディスク（未記録のもの），ＭＰ３ｐｒｏ形
式のファイルを直接焼き付けることのできるＤＶＤ（未記録のもの），ＭＰ３ｐ
ｒｏ対応のオーディオプレーヤーを内蔵したラジオ受信機，ＭＰ３ｐｒｏ対応の
オーディオレシーバー，ＭＰ３ｐｒｏ対応のエンコーダ，ＭＰ３ｐｒｏ対応のデ
コーダ，ＭＰ３ｐｒｏ形式のファイルが録音された録音済みのコンパクトディス
ク，ＭＰ３ｐｒｏ形式のファイルが録音された録音済みのＤＶＤ，ＭＰ３ｐｒｏ対
応のオーディオプレーヤーを内蔵したビデオディスクプレーヤー，ＭＰ３ｐｒｏ
対応のその他の電気通信機械器具，ＭＰ３ｐｒｏ対応のデータ処理装置，Ｍ
Ｐ３ｐｒｏ用ソフトウエアが予めインストールされたコンピュータ，ＭＰ３ｐｒｏ対
応のＣＤドライブ，ＭＰ３ｐｒｏ対応のＤＶＤドライブ，ＭＰ３ｐｒｏ対応のハード
ディスク，ＭＰ３ｐｒｏ対応のその他のコンピュータ周辺機器，ＭＰ３ｐｒｏ形式
のファイルをエンコード・編集・ミキシングするための通信ネットワークを通
じてダウンロード可能なコンピュータプログラム，ＭＰ３ｐｒｏ対応のその他の
コンピュータプログラム，ＭＰ３ｐｒｏ対応のデジタルシグナルプロセッサ，Ｍ

 Ｐ３ｐｒｏ対応のその他の電子応用機械器具及びその部品
【38】ＭＰ３ｐｒｏによる圧縮を施した音声の電子計算機端末による通信，Ｍ
Ｐ３ｐｒｏによる圧縮を施した音声の電話による通信，ＭＰ３ｐｒｏによる圧縮を
施した音声の伝送交換，ＭＰ３ｐｒｏによる圧縮を施した音声のテレビジョン
放送 ＭＰ３ｐｒｏによる圧縮を施した音声の有線テレビジョン放送 ＭＰ３ｐｒ

139 茶あらい
通常:
標準

2001-115521
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

29 【29】茶汁に浸漬した食肉，茶汁に浸漬した食用魚介類（生きているものを
除く。），茶汁に浸漬した食肉を用いた肉製品，茶汁に浸漬した食用魚介
類を用いた加工水産物（「かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆
布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり」を除く。）

140 Ｍｕｌｔｉ　Ｗｉｎｄｏｗ
通常:
標準

2001-116057
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
09 【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁

気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及
びその部品，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗

141 ネクター
通常:
標準

2001-116390
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法
32 【32】清涼飲料，果実飲料

142 ピーユーライナー 通常 2002-000090
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

25 【25】手袋（編み手袋を除く）

143 Ｃｏｌｏｒ　Ｓｕｐｐｏｒｔ
通常:
標準

2002-002435
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
09 【09】電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部

品，電気通信機械器具

144 サッカー型経営
通常:
標準

2002-002458
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

35 【35】経営に関する指導・助言及びその情報の提供，経営の診断及び指
導，事業に関する情報の提供，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，広告，トレーディングスタンプの発行，財務書類
の作成，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は
代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁
気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広
告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人

145 親学カウンセラー
通常:
標準

2002-006101
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
41 【41】セミナーの企画，運営、開催による資格名称

146 うめしょうゆ
通常:
標準

2002-006909
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
30 【30】しょうゆ
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147
チタンキャンバス＼ＴＩＴＡＮＣＡＮ
ＶＡＳ

通常 2002-007283
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

24 【24】合成樹脂被覆防水布，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

148 立体商標
優先:
立体

2002-008676
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

03 【03】せっけん類，香料類，化粧品

149
Ｓｕｐｅｒ　Ｆｉｎｅ　ｐｏｌｙ―ｓｉｌｉｃｏｎ
ＴＦＴ

通常:
標準

2002-012516
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
09 【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁

気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及
びその部品，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗

150 アシスタンスドッグ
通常:
標準

2002-013489
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

45 【45】聴導犬の貸与，ファッション情報の提供，新聞記事情報の提供，結婚
又は交際を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のため
の施設の提供，葬儀の執行，墓地又は納骨堂の提供，施設の警備，身辺
の警備，個人の身元又は行動に関する調査，占い，身の上相談，家事の
代行，衣服の貸与，祭壇の貸与，火災報知機の貸与，消火器の貸与，家
庭用電熱用品類の貸与（他の類に属するものを除く。），動力機械器具の
貸与，風水力機械器具の貸与，装身具の貸与

151 アシスタンスドッグ
通常:
標準

2002-013490
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】聴導犬の調教，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，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，ゴルフの興
行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボクシング
の興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッ
カーの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演
芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車
競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・
運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，
娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の
提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸
与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受
信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画
済み磁気テープの貸与 ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与 おも

152 ナノクラスター水
通常:
標準

2002-014148
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
32 【32】水（飲料）

153
コタラヒム＼ＫＯＴＨＡＬＡ―ＨＩＭ
ＢＵＴＵ

通常 2002-014478
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

05,29,30,32  【05】薬剤
【29】粉末又は顆粒状の乾燥ハーブを主原料とし、これに乾燥茶葉を混合
してなる加工食品，乾燥ハーブを粉末又は顆粒状にしてなる加工食品但
し、粉末又は顆粒状の乾燥ハーブを主原料とし、これに乾燥茶葉を混合し

 てなる加工食品，乾燥ハーブを粉末又は顆粒状にしてなる加工食品
 【30】菓子及びパン

【32】サラシアレティキュラータを主原料とする清涼飲料

154 ブーケの香り
通常:
標準

2002-014565
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

03,05 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着
剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，
つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨

 用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼
帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱
脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕
環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用

155 かがのくに＼加賀乃國 通常 2002-017749
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

30 【30】菓子及びパン

156 ラクトフェリン 通常 2002-017786
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

29 【29】ヨーグルト

157
トータルリスクコンサルティング
＼ＴＯＴＡＬＲＩＳＫＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
Ｇ

通常 2002-022381
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

36 【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の
締結の代理，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率
の算出，生命保険及び損害保険についての相談，保険情報の提供，預金
の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入
れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形
の引受け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴
金属その他の物品の保護預かり，両替，金融先物取引の受託，投資信託
の引受け，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は
地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，遺言信託の引受け，債券
の募集の受託，外国為替取引，信用状に関する業務，割賦購入あっせ
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精算，
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

158
弦楽器と楽譜解析＼弦楽器＼
楽譜解析

通常 2002-023936
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

16 【16】書籍

159 ＳＣＡＮＳＯＦＴ
通常:
標準

2002-025860
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
09,42  【09】電子計算機用プログラム

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプロ
グラムの設計・作成又は保守に関する相談，電子計算機用プログラムの
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No. 商標（見本） 商標 種別 出願番号 終処分 法区分 区分 指定商品・役務

160 高島易断の人生相談
通常:
標準

2002-028393
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09,42,45 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の
計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図
用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカー
ドシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェッ
ク装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式
ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー
消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式
の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開
閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレー
ター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電
池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカー
ラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライ
ター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被
服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，
ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，
水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク

 及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若し
くは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設
備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために
は高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方

161 高島易断運命鑑定
通常:
標準

2002-028394
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09,42,45 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の
計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図
用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカー
ドシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェッ
ク装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式
ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー
消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式
の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開
閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレー
ター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電
池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカー
ラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライ
ター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被
服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，
ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，
水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク

 及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若し
くは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設
備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために
は高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方

162 実占運命学講座
通常:
標準

2002-028399
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

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，ゴルフの興
行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボクシング
の興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッ
カーの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演
芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車
競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・
運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，
娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の
提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸
与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受
信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画
済み磁気テープの貸与 ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与 おも

163 実占高島易学講座
通常:
標準

2002-028400
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

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，ゴルフの興
行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボクシング
の興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッ
カーの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演
芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車
競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・
運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，
娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の
提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸
与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受
信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画
済み磁気テープの貸与 ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与 おも

164 家系帳 通常 2002-028956
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

42 【42】データベースプログラム

165 ＦＬＡＶＡＮ＼フラバン 通常 2002-029492
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

29,32 【29】ポリフェノールを含有する植物エキスを主原料とする粉末状・顆粒状・
カプセル状・液状の加工食品，食肉，食用魚介類（生きているものを除く），
肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，
卵，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふ

 りかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく
【32】ポリフェノールを含有する植物エキスを主原料とする清涼飲料，果実
飲料，飲料用野菜ジュース

166 図形商標 通常 2002-034462
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

25 【25】履物，運動用特殊靴
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167 エアポンプ
通常:
標準

2002-037471 出願取下 国際分類第８版

03,05 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着
剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，
つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨

 用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼
帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱
脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕
環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用

168 アクアガーデニング
通常:
標準

2002-039489
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
21 【21】植木鉢，水生植物用水循環式受け皿，桶

169 だだちゃ豆＼アイス 通常 2002-039491
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

30 【30】だだちゃ豆を使用したアイスキャンデー，アイスクリーム，シャーベット

170 マイルドピンク
通常:
標準

2002-039539
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

05,10 【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼
帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱
脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕
環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用

 精液
【10】洗眼器，洗眼容器，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術
用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用
具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充て
ん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用機械

171
プロテクトエイジング＼Ｐｒｏｔｅｃｔ
Ａｇｉｎｇ

通常 2002-043714
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

03 【03】化粧品

172 歯綿棒
通常:
標準

2002-044227 出願取下 国際分類第８版

03,05,10,21 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，
洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着
剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，
つや出し剤，せっけん類，黄ばみ・タバコのヤニなどの歯の着色汚れをとる
研磨剤を綿棒の綿球部分に配合してなる歯磨き，その他の歯磨き，化粧
品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出

 し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼
帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱
脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，綿球部分に配合した研
磨剤により黄ばみ・タバコのヤニなどの歯の着色汚れをとる綿棒状の歯科
用研磨材，その他の歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り

 紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸
い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿
球部分に配合した研磨剤により黄ばみ・タバコのヤニなどの歯の着色汚れ
をとる綿棒，その他の綿棒，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。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，

 耳かき
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばお
け，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用は
け，船舶ブラシ，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ
類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，
食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米びつ，食品保
存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入
れ・砂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

173 ９坪ハウス
通常:
標準

2002-045271
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

20,36,37 【20】家具，貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除く。），プラスチック製バ
ルブ（機械要素に当たるものを除く。），カーテン金具，金属代用のプラス
チック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及び
キャスター（金属製の物を除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又
はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを
除く。），木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，葬祭用具，荷役パ
レット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，クッション，座布団，まくら，
マットレス，愛玩動物用ベッド，アドバルーン，犬小屋，うちわ，買い物か
ご，額縁，家庭用水槽（金属製のものを除く。），きゃたつ及びはしご（金属
製のものを除く。），工具箱（金属製のものを除く。），小鳥用巣箱，ししゅう
用枠，植物の茎支持具，食品見本模型，人工池，すだれ，ストロー，スリー
ピングバッグ，せんす，装飾用ビーズカーテン，タオル用ディスペンサー（金
属製のものを除く。），つい立て，ネームプレート及び標札（金属製のものを
除く。），旗ざお，ハンガーボード，びょうぶ，ベンチ，帽子掛けかぎ（金属製
のものを除く。），盆（金属製のものを除く。），マネキン人形，麦わらさな
だ，木製又はプラスチック製の立て看板，郵便受け（金属製又は石製のも
のを除く。），揺りかご，幼児用歩行器，洋服飾り型類，美容院用いす，理
髪用いす，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻，あし，い，あにが
や，きょう木，しだ，すげ，すさ，竹，竹皮，つる，とう，麦わら，木皮，わら，
きば，鯨のひげ，甲殻，さんご，人工角，ぞうげ，角，歯，べっこう，骨，海包

 石，こはく
【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 月賦購入のあっせん 前払い式証票の発行 ガス料

174 イオンブラシ
通常:
標準

2002-051873
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
07 【07】家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯

機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー

175 イオンフィルター
通常:
標準

2002-056818
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
07 【07】家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯

機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー

176 話速変換
通常:
標準

2002-057797
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

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

2002-061866
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09,42 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の
計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図
用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカー
ドシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェッ
ク装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式
ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー
消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式
の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開
閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレー
ター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電
池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカー
ラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライ
ター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被
服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，
ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，
水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク

 及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若し
くは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設
備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために
は高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方

178 ＸＭＬＳＴＯＲＡＧＥ
通常:
標準

2002-061867
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09,42 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の
計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図
用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカー
ドシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェッ
ク装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式
ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー
消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式
の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開
閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレー
ター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電
池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカー
ラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライ
ター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被
服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，
ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，
水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク

 及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若し
くは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設
備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために
は高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方

179 まるごと生食 通常 2002-062803
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

29 【29】野菜・果実・穀類・藻類を凍結乾燥させ粉砕した粉末状の加工食品，
食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍
野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚
粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつ
お節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干しわ
かめ，焼きのり，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬け
のり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく

180 ウートートー
通常:
標準

2002-064409
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
20 【20】葬祭用具

181 チワワフード
通常:
標準

2002-064783
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

31 【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限
る。），海藻類，野菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そ
ば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子
類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，獣類・魚類（食
用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，種
繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉

182 デイ＆ナイト
通常:
標準

2002-065082
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
05 【05】薬剤

183
ＤＡＹ　ａｎｄ　ＮＩＧＨＴ＼ＤＡＹ　＆
ＮＩＧＨＴ

通常 2002-065083
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

05 【05】薬剤

184
マイナスイオンモイスチャー乾
燥

通常:
標準

2002-066490
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
07,11 【07】家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯

 機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー
【11】家庭用電熱用品類

185 ニューファインスチール 通常 2002-067085
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

06 【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の
金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷
役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏
用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製セメント製品製造用型枠，
滑車，ばね，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てん
てつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵
槽，ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の
浮中ぶた，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテ
ナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用
容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，金属製
のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属
製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，
金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金
属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属
製の墓標及び墓碑用銘板 金属製のバックル つえ用金属製石突き アイ

186 どこでも無線ＬＡＮ
通常:
標準

2002-067353
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
09,42 【09】電子計算機の無線ＬＡＮ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ

 －ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ，電子計算機の無線ＬＡＮ用プログラム
【42】電子計算機の無線ＬＡＮ用プログラムの提供

187 デジタル教科書
通常:
標準

2002-067364
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
09 【09】ＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体に記録されて定期的に発行される電

子出版物（教科書に準拠したもの及び教科書に関連したものに限る。）

188 ＴＯＳＡ 通常 2002-068911
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

14 【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・
こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキ
ンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及び
ろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶及び水盤，記念カップ，記
念たて，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，貴金属製のがま
口及び財布，宝玉及びその模造品，宝玉の原石，貴金属製コンパクト，貴
金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具

189 販売士
通常:
標準

2002-069090
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
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

190 豚バラ塩ダレ
通常:
標準

2002-069493
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
30 【30】調味料，香辛料
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191 ガード
通常:
標準

2002-069508
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

05 【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，衛生又は生理用パンティーライナー，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，
包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，失禁用ナプキン，失禁用パッド，失禁
用パンツ，失禁用ライナー，失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉

192 そのまま乾燥
通常:
標準

2002-070859
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
07,11 【07】家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯

 機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー
【11】家庭用電熱用品類

193 江の島温泉 分割 2002-074072
査定不服審判中の
審判拒絶

平成８年法

42 【42】宿泊施設の提供，入浴施設の提供

194 立体商標
通常:
立体

2002-074721
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

25,35,36,39,42  【25】ポロシャツ，スポーツシャツ，作業シャツ
【35】経営の調査・診断及び指導，原材料・仕掛品・完成品等商品の調達・
生産・販売を一貫して効率的に流通させるための市場調査，原材料・仕掛
品・完成品等の商品の調達・生産・販売を一貫して効率的に流通させるた
めの事業計画の立案，商品管理・棚卸・商品仕分・伝票処理及びそのデー
タ入力に関する事務の代行，インターネットを利用した商品の販売に関す
る情報の提供，その他の商品の販売及び商品販売店舗に関する情報の

 提供，商品管理に関する情報の提供
【36】インターネットを利用した店舗の貸与に関する情報の提供，代金引
替・デビットカード及びクレジットカードを利用して購入した商品の売買代金

 の徴収代行
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸
送，貨物の輸送の媒介，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の
携帯品の一時預かり，倉庫の提供，コンテナの貸与，物品の包装，貨物の
輸送状況その他鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提
供，寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供，他人の
携帯品の一時預かりに関する情報の提供，貨物の集荷・出荷・保管情報
の提供，宅配便及び宅配貨物の取次，インターネットを利用した集荷依頼
受付，貨物の集荷および分荷並びに梱包，梱包機器の貸与，インターネッ
トを利用した鉄道・車両・船舶・航空機の運賃に関する情報の提供 引越

195 立体商標
通常:
立体

2002-074722
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

25,35,36,39,42  【25】ポロシャツ，スポーツシャツ，作業シャツ
【35】経営の調査・診断及び指導，原材料・仕掛品・完成品等商品の調達・
生産・販売を一貫して効率的に流通させるための市場調査，原材料・仕掛
品・完成品等の商品の調達・生産・販売を一貫して効率的に流通させるた
めの事業計画の立案，商品管理・棚卸・商品仕分・伝票処理及びそのデー
タ入力に関する事務の代行，インターネットを利用した商品の販売に関す
る情報の提供，その他の商品の販売及び商品販売店舗に関する情報の

 提供，商品管理に関する情報の提供
【36】インターネットを利用した店舗の貸与に関する情報の提供，代金引
替・デビットカード及びクレジットカードを利用して購入した商品の売買代金

 の徴収代行
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸
送，貨物の輸送の媒介，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の
携帯品の一時預かり，倉庫の提供，コンテナの貸与，物品の包装，貨物の
輸送状況その他鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提
供，寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供，他人の
携帯品の一時預かりに関する情報の提供，貨物の集荷・出荷・保管情報
の提供，宅配便及び宅配貨物の取次，インターネットを利用した集荷依頼
受付，貨物の集荷および分荷並びに梱包，梱包機器の貸与，インターネッ
トを利用した鉄道・車両・船舶・航空機の運賃に関する情報の提供 引越

196 ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ＼ＳＡＧＡＷＡ
通常:
立体

2002-074723
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

25,35,36,39,42  【25】ジャケット，ジャンパー，ブルゾン
【35】経営の調査・診断及び指導，原材料・仕掛品・完成品等商品の調達・
生産・販売を一貫して効率的に流通させるための市場調査，原材料・仕掛
品・完成品等の商品の調達・生産・販売を一貫して効率的に流通させるた
めの事業計画の立案，商品管理・棚卸・商品仕分・伝票処理及びそのデー
タ入力に関する事務の代行，インターネットを利用した商品の販売に関す
る情報の提供，その他の商品の販売及び商品販売店舗に関する情報の

 提供，商品管理に関する情報の提供
【36】インターネットを利用した店舗の貸与に関する情報の提供，代金引
替・デビットカード及びクレジットカードを利用して購入した商品の売買代金

 の徴収代行
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸
送，貨物の輸送の媒介，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の
携帯品の一時預かり，倉庫の提供，コンテナの貸与，物品の包装，貨物の
輸送状況その他鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提
供，寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供，他人の
携帯品の一時預かりに関する情報の提供，貨物の集荷・出荷・保管情報
の提供，宅配便及び宅配貨物の取次，インターネットを利用した集荷依頼
受付，貨物の集荷および分荷並びに梱包，梱包機器の貸与，インターネッ
トを利用した鉄道・車両・船舶・航空機の運賃に関する情報の提供 引越

197 ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ＼ＳＡＧＡＷＡ
通常:
立体

2002-074724
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

25,35,36,39,42  【25】ジャケット，ジャンパー，ブルゾン
【35】経営の調査・診断及び指導，原材料・仕掛品・完成品等商品の調達・
生産・販売を一貫して効率的に流通させるための市場調査，原材料・仕掛
品・完成品等の商品の調達・生産・販売を一貫して効率的に流通させるた
めの事業計画の立案，商品管理・棚卸・商品仕分・伝票処理及びそのデー
タ入力に関する事務の代行，インターネットを利用した商品の販売に関す
る情報の提供，その他の商品の販売及び商品販売店舗に関する情報の

 提供，商品管理に関する情報の提供
【36】インターネットを利用した店舗の貸与に関する情報の提供，代金引
替・デビットカード及びクレジットカードを利用して購入した商品の売買代金

 の徴収代行
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸
送，貨物の輸送の媒介，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の
携帯品の一時預かり，倉庫の提供，コンテナの貸与，物品の包装，貨物の
輸送状況その他鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提
供，寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供，他人の
携帯品の一時預かりに関する情報の提供，貨物の集荷・出荷・保管情報
の提供，宅配便及び宅配貨物の取次，インターネットを利用した集荷依頼
受付，貨物の集荷および分荷並びに梱包，梱包機器の貸与，インターネッ
トを利用した鉄道・車両・船舶・航空機の運賃に関する情報の提供 引越

198 ふんわりふわり
通常:
標準

2002-074725
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
16 【16】ティシュペーパー

199 つまめる
通常:
標準

2002-078707
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

29,30 【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物
（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干
しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ
昆布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，豆，加工野菜及び加
工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シ
チュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り
豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく，植物性蛋白を主成分
とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の

 加工食品
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，みそ，ウースターソース，グレー
ビーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシ
ング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂
糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，
すりごま，セロリーソルト，化学調味料，香辛料，食品香料（精油のものを
除く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済の大麦，食用粉類，食用グルテ
ン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉
まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオ
リ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，シャーベットの
もと アーモンドペースト イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウ

200 おしゃべりテディベア
通常:
標準

2002-082377
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
28 【28】熊のぬいぐるみ
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201 ブロッコリー粒
通常:
標準

2002-083292
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

05,29,30,32 【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼
帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱
脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕
環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用

 精液，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【29】抗がん・抗酸化作用を有するスプラウトを配合してなる顆粒状・カプセ
ル状・錠剤状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生
きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工
野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加
工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ

 物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子
及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，
コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，
しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，
ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済

 みの大麦，食用粉類，食用グルテン
【32】抗がん・抗酸化作用を有するスプラウトを配合してなる清涼飲料 そ

202 シリカ結合カーボン
通常:
標準

2002-084144
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
12 【12】自動車用タイヤ

203 エレガンスパッケージ
通常:
標準

2002-084749
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

12 【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれ
らの部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く），陸上
の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（そ
の部品を除く），乗物用盗難警報器

204 ＷｅｂＩｍａｇｅＭｏｎｉｔｏｒ
通常:
標準

2002-085693
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

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

205 必須　カルシウム
通常:
標準

2002-087049
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
29 【29】牛乳，チーズ，その他の乳製品

206 Ｈｉ―Ｒｅｐｕｌｓｉｏｎ 通常 2002-088433
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

28 【28】ゴルフクラブ，ゴルフボール

207 ｅ―人材サービス
通常:
標準

2002-090121
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

35,41,42  【35】職業（職種・職務）適性検査
 【41】書籍・雑誌の企画・編集

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成若しくは保守，電子計算機・自
動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な
知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介
及び説明，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機などを用いて行

208 ビデオケータイ
通常:
標準

2002-092131
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09 【09】金銭登録機，現金自動預金支払機，配電用又は制御用の機械器具，
回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気ア
イロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用
機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃプログラム，携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，
電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，
ダウンロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその
他の録画済み記録媒体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信

209
モバイルストリーミング＼Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ

通常 2002-093479
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09,37,38,42,45 【09】可動性火災報知機，可動性ガス漏れ警報器，可動性盗難警報器，業
務用可動性テレビゲーム機，可動性理化学機械器具，可動性写真機械器
具，可動性映画機械器具，可動性光学機械器具，可動性測定機械器具，
可動性電気磁気測定器，可動性電気通信機械器具，可動性電子応用機
械器具及びその部品，家庭用可動性テレビゲームおもちゃ，可動性液晶
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，可動性電子楽

 器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路，可動性電子出版物
【37】可動性写真機械器具の修理又は保守，可動性電子応用機械器具の
修理又は保守，可動性電気通信機械器具の修理又は保守，配電用又は
制御用の可動性機械器具の修理又は保守，可動性発電機の修理又は保
守，可動性電動機の修理又は保守，可動性水質汚濁防止装置の修理又
は保守，可動性浄水装置の修理又は保守，可動性廃棄物圧縮装置の修

 理又は保守，可動性廃棄物破砕装置の修理又は保守
【38】可動性機器を用いた電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に
対する可動性機器を用いたニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の

 可動性通信機器の貸与
【42】可動性機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの
可動性機械等により構成される設備の設計，可動性電子計算機のプログ
ラムの設計・作成又は保守，可動性電子計算機・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
を必要とする可動性機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，可
動性機械器具に関する試験又は研究，可動性電子計算機の貸与，可動

 性電子計算機用プログラムの提供
【45】夜間警備 防犯用及び保安用可動性警報器による監視 可動性機器

210 主体性を発揮する
通常:
標準

2002-098309
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
41 【41】知識の教授，セミナー・講演会の企画・運営又は開催，録音済み磁気

テープ・録画済み磁気テープの貸与

211 相乗効果を発揮する
通常:
標準

2002-098314
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
41 【41】知識の教授，セミナー・講演会の企画・運営又は開催，録音済み磁気

テープ・録画済み磁気テープの貸与

212 ＤＩＧＩＴＡＬ　ＭＵＳＩＣ　ＢＯＯＫ
通常:
標準

2002-098368
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
09 【09】電子出版物

213
メディカルコスメ＼ＭＥＤＩＣＡＬＣ
ＯＳＭＥ

通常 2002-098862
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

05,24,29,30 【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼
帯，耳帯，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，食餌療法

 用食品
 【24】フェルト及び不織布，布製身の回り品

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，
豆，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，
食用油脂，カレー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふり
かけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく，ク
ロレラエキスの粉末を主成分とする粒状成型加工食品，ビタミンを主成分

 とする粉状・顆粒・錠剤・カプセル・液状に成型した加工食品
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精
油のものを除く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，
食用グルテン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，た
こ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドック，ミートパ
イ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，
酒かす，ホイップクリーム用安定剤，果糖・麦芽糖・乳糖・オリゴ糖などの糖
類・粉末還元麦芽糖水飴などの糖アルコール類を主体とする粉末・顆粒・
錠剤・及び液状の加工食品，穀物・果実・野菜などの植物を麹菌・酵母菌
などの微生物で発酵させペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品 大
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214 医学コスメ
通常:
標準

2002-098865
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

05,24,29,30 【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼
帯，耳帯，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，食餌療法

 用食品
 【24】フェルト及び不織布，布製身の回り品

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，
豆，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，
食用油脂，カレー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふり
かけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく，ク
ロレラエキスの粉末を主成分とする粒状成型加工食品，ビタミンを主成分

 とする粉状・顆粒・錠剤・カプセル・液状に成型した加工食品
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精
油のものを除く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，
食用グルテン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，た
こ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドック，ミートパ
イ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，
酒かす，ホイップクリーム用安定剤，果糖・麦芽糖・乳糖・オリゴ糖などの糖
類・粉末還元麦芽糖水飴などの糖アルコール類を主体とする粉末・顆粒・
錠剤・及び液状の加工食品，穀物・果実・野菜などの植物を麹菌・酵母菌
などの微生物で発酵させペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品 大

215 工場キッティング
通常:
標準

2002-099125
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09,35,37,42 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の
計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図
用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカー
ドシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェッ
ク装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式
ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー
消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式
の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開
閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレー
ター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電
池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカー
ラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライ
ター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被
服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，
ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，
水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク

 及びビデオテープ，電子出版物
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する
助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成，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

216 ＦｒＵｉｔｓ　Ｌａｎｄ 通常 2002-101099
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】観光果物狩り園の提供，観光野菜狩り園の提供，その他の娯楽施設
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，植物の供覧，動物の供覧

217 ＰＫＩサーバ 通常 2002-102901
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09,42 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の
計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図
用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカー
ドシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェッ
ク装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式
ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー
消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式
の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開
閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレー
ター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電
池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカー
ラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライ
ター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被
服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，
ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，
水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク

 及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若し
くは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設
備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために
は高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方

218 目印ポール
通常:
標準

2002-104752
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

06,19 【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の
金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷
役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏
用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製セメント製品製造用型枠，
金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製
管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識
（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除
く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸
送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤーロープ，金網，金
属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製の
きゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金
箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペン
サー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属
製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバック
ル，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み

 台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建
築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製
の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材
料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用
又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属
製のものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示
帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製
のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け塗装用ブー
ス（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除
く。），送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道路標
識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製
又は発光式のものを除く ） 貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のもの

219 ＳＥＰＩＡ
通常:
標準

2002-106912
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
25 【25】被服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
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No. 商標（見本） 商標 種別 出願番号 終処分 法区分 区分 指定商品・役務

220 スタート＆ターン
通常:
標準

2002-107557
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提
供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用を含む。）による通信を用いたゲー
ムの提供，電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲー
ムに関する情報の提供，オンラインによる音楽の提供，オンラインによる画
像の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開
催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，インター
ネットを利用した図書及び記録の供覧，オンラインによる電子書籍の提
供，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，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，ゲーム機械器具を備えた遊
戯場の提供，スロットマシン場の提供，ビリヤード場の提供，カラオケ・ビデ
オカラオケ施設の提供，その他の娯楽施設の提供，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
びその付属品の貸与，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，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，家庭用テレビゲーム
機の貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，その他の遊戯場機械器具の貸
与，遊園地用機械器具の貸与，書画の貸与，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，キャ
ラクターショーの企画・運営又は開催，声優イベントの企画・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

221 ビギナー
通常:
標準

2002-107558
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提
供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用を含む。）による通信を用いたゲー
ムの提供，電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲー
ムに関する情報の提供，オンラインによる音楽の提供，オンラインによる画
像の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開
催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，インター
ネットを利用した図書及び記録の供覧，オンラインによる電子書籍の提
供，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，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，ゲーム機械器具を備えた遊
戯場の提供，スロットマシン場の提供，ビリヤード場の提供，カラオケ・ビデ
オカラオケ施設の提供，その他の娯楽施設の提供，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
びその付属品の貸与，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，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，家庭用テレビゲーム
機の貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，その他の遊戯場機械器具の貸
与，遊園地用機械器具の貸与，書画の貸与，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，キャ
ラクターショーの企画・運営又は開催，声優イベントの企画・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

222 フィンスイム
通常:
標準

2002-107571
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提
供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用を含む。）による通信を用いたゲー
ムの提供，電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲー
ムに関する情報の提供，オンラインによる音楽の提供，オンラインによる画
像の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開
催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，インター
ネットを利用した図書及び記録の供覧，オンラインによる電子書籍の提
供，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，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，ゲーム機械器具を備えた遊
戯場の提供，スロットマシン場の提供，ビリヤード場の提供，カラオケ・ビデ
オカラオケ施設の提供，その他の娯楽施設の提供，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
びその付属品の貸与，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，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，家庭用テレビゲーム
機の貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，その他の遊戯場機械器具の貸
与，遊園地用機械器具の貸与，書画の貸与，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，キャ
ラクターショーの企画・運営又は開催，声優イベントの企画・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

223 アクアウォーキング
通常:
標準

2002-107599
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提
供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用を含む。）による通信を用いたゲー
ムの提供，電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲー
ムに関する情報の提供，オンラインによる音楽の提供，オンラインによる画
像の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開
催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，インター
ネットを利用した図書及び記録の供覧，オンラインによる電子書籍の提
供，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，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，ゲーム機械器具を備えた遊
戯場の提供，スロットマシン場の提供，ビリヤード場の提供，カラオケ・ビデ
オカラオケ施設の提供，その他の娯楽施設の提供，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
びその付属品の貸与，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，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，家庭用テレビゲーム
機の貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，その他の遊戯場機械器具の貸
与，遊園地用機械器具の貸与，書画の貸与，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，キャ
ラクターショーの企画・運営又は開催，声優イベントの企画・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
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No. 商標（見本） 商標 種別 出願番号 終処分 法区分 区分 指定商品・役務

224 ジョギングエアロ
通常:
標準

2002-107620
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提
供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用を含む。）による通信を用いたゲー
ムの提供，電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲー
ムに関する情報の提供，オンラインによる音楽の提供，オンラインによる画
像の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開
催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，インター
ネットを利用した図書及び記録の供覧，オンラインによる電子書籍の提
供，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，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，ゲーム機械器具を備えた遊
戯場の提供，スロットマシン場の提供，ビリヤード場の提供，カラオケ・ビデ
オカラオケ施設の提供，その他の娯楽施設の提供，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
びその付属品の貸与，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，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，家庭用テレビゲーム
機の貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，その他の遊戯場機械器具の貸
与，遊園地用機械器具の貸与，書画の貸与，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，キャ
ラクターショーの企画・運営又は開催，声優イベントの企画・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

225 ローインパクトエアロ
通常:
標準

2002-107623
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提
供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用を含む。）による通信を用いたゲー
ムの提供，電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲー
ムに関する情報の提供，オンラインによる音楽の提供，オンラインによる画
像の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開
催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，インター
ネットを利用した図書及び記録の供覧，オンラインによる電子書籍の提
供，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，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，ゲーム機械器具を備えた遊
戯場の提供，スロットマシン場の提供，ビリヤード場の提供，カラオケ・ビデ
オカラオケ施設の提供，その他の娯楽施設の提供，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
びその付属品の貸与，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，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，家庭用テレビゲーム
機の貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，その他の遊戯場機械器具の貸
与，遊園地用機械器具の貸与，書画の貸与，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，キャ
ラクターショーの企画・運営又は開催，声優イベントの企画・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

226 ベーシックエアロ
通常:
標準

2002-107624
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提
供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用を含む。）による通信を用いたゲー
ムの提供，電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲー
ムに関する情報の提供，オンラインによる音楽の提供，オンラインによる画
像の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開
催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，インター
ネットを利用した図書及び記録の供覧，オンラインによる電子書籍の提
供，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，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，ゲーム機械器具を備えた遊
戯場の提供，スロットマシン場の提供，ビリヤード場の提供，カラオケ・ビデ
オカラオケ施設の提供，その他の娯楽施設の提供，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
びその付属品の貸与，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，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，家庭用テレビゲーム
機の貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，その他の遊戯場機械器具の貸
与，遊園地用機械器具の貸与，書画の貸与，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，キャ
ラクターショーの企画・運営又は開催，声優イベントの企画・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

227 ソフトエアロ
通常:
標準

2002-107625
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提
供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用を含む。）による通信を用いたゲー
ムの提供，電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲー
ムに関する情報の提供，オンラインによる音楽の提供，オンラインによる画
像の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開
催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，インター
ネットを利用した図書及び記録の供覧，オンラインによる電子書籍の提
供，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，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，ゲーム機械器具を備えた遊
戯場の提供，スロットマシン場の提供，ビリヤード場の提供，カラオケ・ビデ
オカラオケ施設の提供，その他の娯楽施設の提供，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
びその付属品の貸与，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，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，家庭用テレビゲーム
機の貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，その他の遊戯場機械器具の貸
与，遊園地用機械器具の貸与，書画の貸与，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，キャ
ラクターショーの企画・運営又は開催，声優イベントの企画・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
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228 アクアジョギング
通常:
標準

2002-107635
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提
供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用を含む。）による通信を用いたゲー
ムの提供，電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲー
ムに関する情報の提供，オンラインによる音楽の提供，オンラインによる画
像の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開
催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，インター
ネットを利用した図書及び記録の供覧，オンラインによる電子書籍の提
供，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，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，ゲーム機械器具を備えた遊
戯場の提供，スロットマシン場の提供，ビリヤード場の提供，カラオケ・ビデ
オカラオケ施設の提供，その他の娯楽施設の提供，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
びその付属品の貸与，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，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，家庭用テレビゲーム
機の貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，その他の遊戯場機械器具の貸
与，遊園地用機械器具の貸与，書画の貸与，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，キャ
ラクターショーの企画・運営又は開催，声優イベントの企画・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

229 ソテースパゲティ
通常:
標準

2002-108154
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
30 【30】冷凍スパゲティのめん，冷凍調理済みのスパゲティ

230 スナップフィット
通常:
標準

2002-108459
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

17,19 【17】化学繊維（織物用のものを除く。），農業用プラスチックフィルム，コン
 デンサーペーパー，プラスチック基礎製品

【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建
築専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），道路標識（金属
製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光
式のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のものを除く。），

231 ミニストレージ
通常:
標準

2002-108764
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
39 【39】倉庫の提供，寄託を受けた物品の倉庫における保管

232 高島易学研究所
通常:
標準

2003-004075
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

45 【45】占い，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，身の上相談，家事の代行，衣服の貸
与，祭壇の貸与，火災報知機の貸与，消火器の貸与，家庭用電熱用品類
の貸与（他の類に属するものを除く。），動力機械器具の貸与，風水力機械

233 ＣＤローン＼シーディーローン 通常 2003-007356
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

36 【36】資金の貸付け

234 スライド　イン＼ＳＬＩＤＥ―ＩＮ 通常 2003-008011
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

16 【16】印刷物，文房具類

235 飲んでキレイ 通常 2003-009552
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

29,30 【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），
冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油
揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー

 又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子
及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，
コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，
しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，
ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済

236 食べてキレイ 通常 2003-009553
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

29,30 【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），
冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油
揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー

 又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子
及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，
コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，
しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，
ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済

237 かんたんＧＩＳ
通常:
標準

2003-009659
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09,38,42 【09】写真機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電気磁気測定器，電
気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品（但し「簡単に使える地
理情報システムの機能を有する電子計算機端末機，ＧＩＳ（地理情報システ
ム）を利用したコンピュータプログラム」を除く），レコード，映写フィルム，ス
ライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビ

 デオテープ，電子出版物
 【38】コンピュータ端末による通信，その他の電気通信（放送を除く）

【42】コンピュータシステムの設計，その他の電子計算機のプログラムの設
計・作成又は保守（但し「簡単に使える地理情報システム用プログラムの
設計・作成又は保守，ＧＩＳ（地理情報システム）を利用したコンピュータプロ
グラムの設計」を除く），電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確
な操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，計測器の貸与，測量，

238 フローモニタ
通常:
標準

2003-011129
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
09 【09】流量計およびその他の測定機械器具，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，配電用又は制御用の機械器具，回
転変流機，調相機，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応用機械

239 江戸甘口
通常:
標準

2003-016444
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
30 【30】調味料

240 リサイクルシマス
通常:
標準

2003-020454
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
17 【17】ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ（機械要素に当たるものを

除く。），管継ぎ手（金属製のものを除く。）

241 イントラネットサーチ
通常:
標準

2003-026651
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09,42 【09】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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若し
くは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設
備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために
は高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方
法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は
研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研
究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産
又は水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研
究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手続

242 ＰＣワクチン
通常:
標準

2003-027886
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
09,42  【09】電子計算機用プログラム

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守

243 ヘルシーメニュー
通常:
標準

2003-033189
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
31 【31】飼料

244 スーパー賃貸
通常:
標準

2003-033854
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
36 【36】建物の賃貸の代理又は媒介，建物の賃貸，土地の貸借の代理又は

媒介，土地の賃貸，建物又は土地の賃貸情報の提供

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved. URL:http://www.tm-library.com/ 20／21



２００５年３条１項３号審決（登録しない）リスト.xls 2006/6/5

No. 商標（見本） 商標 種別 出願番号 終処分 法区分 区分 指定商品・役務

245 ヤマブシタケゴールド 通常 2003-042244
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

29 【29】ヤマブシタケを主原料とする錠剤状の加工食品

246 デジタル全国地図
通常:
標準

2003-045356
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09,35,42 【09】デジタル方式で記録された全国地図情報データを含む電子計算機の
地図情報検索・表示用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・
ＤＶＤ－ＲＯＭ，デジタル方式で記録された全国地図情報データを含む電

 子計算機の地図情報検索・表示用プログラム
【35】デジタル方式で記録された全国地図情報データを含む地図情報検

 索・表示用コンピュータソフトウェアの販売に関する情報の提供
【42】デジタル方式で記録された全国地図情報データを含む電子計算機の
地図情報検索・表示用プログラムの提供

247 アドラーカウンセラー
通常:
標準

2003-049539
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41,44 【41】心理学及びカウンセリングに関する知識の教授，その他の知識の教
授，心理学及びカウンセリング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
【44】心理学を用いたカウンセリング

248 やまぶき
通常:
標準

2003-051471
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
16 【16】紙類，洋紙，印刷用紙

249 りんどう
通常:
標準

2003-051472
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版
16 【16】紙類，洋紙，印刷用紙

250 幻の大陸　八重干瀬ツアー 通常 2003-054881
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

39 【39】旅行商品のツアータイトル

251 §大満足＼の家 通常 2003-055013
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

37 【37】建築一式工事

252 ＴＯＰＯＰＥｎＤＲＵｍ 通常 2003-075321
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

07,11  【07】業務用電気洗濯機，家庭用電気洗濯機
【11】家庭用電気洗濯乾燥機

253 ビジネス電話検定 通常 2003-080524
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

41 【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，セミナー
の企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，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，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・音声機器等の機械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，映写フィルムの貸与，楽器の貸
与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，図書の貸与，録画済み

254 銀婚旅行
通常:
標準

2003-089784
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

39,43 【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転
の代行，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送
の媒介，貨物の積卸し，引越しの代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託
の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の実施，旅行者の案内，旅
行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，寄
託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，ガス
の供給，電気の供給，水の供給，熱の供給，倉庫の提供，駐車場の提供，
有料道路の提供，係留施設の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，荷役
機械器具の貸与，自転車の貸与，船舶の貸与，車いすの貸与，自動車の
貸与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，包装用機械器具の貸与，
金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷凍機械
器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のも

 のを除く。）の貸与
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食
物の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人
の養護，会議室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理
機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗浄機の貸与，
加熱器の貸与 調理台の貸与 流し台の貸与 カーテンの貸与 家具の貸

255 Ｔｏｕｃｈ　Ｐａｎｅｌ＼タッチパネル 通常 2003-104923
査定不服審判中の
審判拒絶

国際分類第８版

09 【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，電気磁
気測定器，レコード
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