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登録第 47
商願 20

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分(日ST OF GOODS AND SERⅥ CE9

(第  9類) 用いた占いによる運勢判断 。心理判断・性格判断・運命相談・相性診
断 。適性診断・易占・卜占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ,

その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,動物イメージを用いた占いに
よる運勢判断 。心理判断・性格判断・運命相談 。相性診断 ◆適性診断
・易占・ 卜占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム
を記憶させた電子回路及びCD― ROM・ 磁気ディスク・光デイスク
・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM
・磁気テープその他の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもち
ゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD― ROM・ 磁気デイ
スク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスク
ROM及びRAM・ 磁気テープその他の記録媒体,電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD― ROM,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
イスク及びビデオテープ 。CD― ROM・ 磁気デイスク・光デイスク
・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM
・磁気テープその他の記録媒体,録音済みのコンパクトディスク・C
D― ROM・ 磁気ディスク・光ディスク・光磁気デイスク・デジタル
バーサタイルディスクROM及びRAM・ 磁気テープその他の記録媒
体,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断
・運命相談 。相性診断・適性診断・易占・卜占いに関する携帯用液晶
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・ 磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバー
サタイルディスクROM及びRAM・ 磁気テープその他の記録媒体 ,

その他の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・ 磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディ
スク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM。 磁気テープ
その他の記録媒体,携帯電話機用ス トラップ,デジタルカメラ,電気
通信機械器具,動物イメージを用いた占いによる運勢半J断 。心理判断
・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ 卜占いに関する
業務用テレビゲーム機,その他の業務用テレビゲーム機,動物イメー
ジを用いた占いによる運勢判断 。心理判断・性格判断・運命オロ談 。相
性診断 。適性診断・易占・ 卜占いに関する業務用テレビゲーム機用の
プログラムを記憶させた電子回路及びCD― ROM・ 磁気デイスク・

光ディスク・光磁気デイスク・デジタルバーサタイルディスクROM
及びRAM・ 磁気テニプその他の記録媒体,その他の業務用テレビゲ
ーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD― ROM・ 磁気
デイスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディ
スクROM及びRAM。 磁気テープその他の記録媒体,電子出版物,

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,耳栓,加エガラス (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,
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消火栓,消火ホース用ノズル,ス プリンクラー消火装置,火災報知機,

ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗
物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用

機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレータ
ー,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具;写真機械器具,

映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機
械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケー

ブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗
線,電極,消防艇,ロ ケット,消防車,自動車用シガーライター,事
故防護用手袋,防 じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服 ,

眼鏡,計算尺

印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,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,マーキング用子L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 ,

紙製簡易買物袋

おもちゃ,人形,かるた,歌がるた, トランプ,花オL,ス キーワック
ス,遊園地用機械器具 (業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用
おもちゃ,囲碁用具,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,遊戯用器具,ビ リヤード用具,運動用具,

釣 り具,昆虫採集用具,遊戯用カード

経営の診断又は経営に関する助言,広告, トレーディングスタンプの

発行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,オ ンラインによる
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,財務書類の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

移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,その他の電気通

信 (放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電
話機 。ファクシミリその他の通信機器の貸与

第 38類
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動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運
命相談 。相性診断 。適性診断・易占・ 卜占いに関する知識の教授,オ
ンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断
・性格判断・運命相談 。相性診断・適性診断・易占・ 卜占いに関する
知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セ ミナーの企
画 。運営又は開催,電子出版物の貸与,電子出版物の提供,書籍の制
作,オ ンラインによる書籍の制作,オ ンラインによる動物イメージを
用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談 。相性診
断 。適性診断・易占・ 卜占い関するゲームの提供,その他のゲームの
提供,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判
断・運命相談 。相性診断・適性診断・易占。卜占いに関する家庭用テ
レビゲームおもちゃの貸与,その他のおもちゃの貸与,動物イメージ
を用いた占いによる運勢判断 。心理判断 。性格判断・運命相談 。相性
診断・適性診断・易占・ 卜占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD― ROM・ 磁気デイス
ク・光ディスク 。光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクR
OM及びRAM・ 磁気テープその他の記録媒体の貸与,娯楽施設の提
供,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断 。性格半J断
・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ 卜占いに関する携帯用液晶
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・ 磁気ディスク・光ディスク 。光磁気デイスク・デジタルバー
サタイルディスクROM及びRAM・ 磁気テープその他の記録媒体の
貸与,その他の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・ 磁気デイスク・光デイスク・光磁
気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・ 磁気
テープその他の記録媒体の貸与,動物イメージを用いた占いによる運
勢判断・心理判断・性格判断 。運命相談 。相性診断・適性診断・易占
・ 卜占いに関する業務用テレビゲーム機の貸与,その他の業務用テレ
ビゲーム機の貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理
判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占 。卜占いに関
する業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及び
CD― ROM・ 磁気ディスク・光ディスク・光磁気デイスク・デジタ
ルバーサタイルディスクROM及びRAM・ 磁気テープその他の記録
媒体の貸与,その他の業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶さ
せた電子回路及びCD― ROM・ 磁気デイスク 。光ディスク・光磁気
デイスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・ 磁気テ
ープその他の記録媒体の貸与,録画済みビデオデイスク及びビデオテ
ープ 。CD― ROM・ 磁気ディスク :光デイスク・光磁気デイスク・

デジタルバーサタイルディスクROM及びRAMその他の記録媒体の
貸与,録音済みのコンパクトディスク・CD― ROM・ 磁気ディスク
・光ディスク。光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクRO
M及びRAMその他の記録媒体の貸与,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 ,

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 。

第 41類



商 標 登 録 証

登 録 第 47851421   
ЮER■ FЮATE OF TRADEMARK REOSTRAT10Nl

計lREGSTRA¬ ON NUMBE鱒

商 願 2003-075170仏 PPttcA¬ ON NUMBERl

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分(JsT oF G00DS AND SERⅥ CE9

(第 41類 )

第 42類

(続葉 4)

放送番組 。広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映
像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用され
るものの操作,ス ポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・

運営又は開催 (映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・

競馬・競輪・競艇 。小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競
馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・

運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映
像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又
は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具
の貸与,映写フイルムの貸与,映写機及びその附属品の貸与,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,ポジフイルムの貸与,遊
園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場
機械器具の貸与,絵画の貸与,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,電子計算機端末による通信を用
いて行う教育情報の提供,ス キー用具の貸与,ス キンダイビング用具
の貸与,カ ラオケ施設の提供,カ ラオケ用機械器具の貸与

動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運
命相談・相性診断 。適性診断 。易占・ 卜占いに関する電子計算機用プ
ログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,動物イメ
ージを用いた占いによる運勢判断 。心理判断・性格判断・運命相談・

相性診断・適性診断・易占・ 卜占いに関する電子計算機のプログラム
の設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計 。作
成又は保守,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・自動車そ
の他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識
・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及
び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験 。検査又は研究,建築又は都
市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関す
る試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に
関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所
有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務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,著作権の利用に関する契約
の代理又は媒介に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理に
関する情報の提供,計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器
具の貸与,製図用具の貸与

動物イメージを用いた占い,オ ンラインによる動物イメニジを用いた
占い,動物イメージを用いた占いによる運勢判断 。心理判断・性格判
断 。運命相談 。相性診断・適性診断・易占・ 卜占い,オ ンラインによ
る動物イメージを用いた占いによる運勢判断 。心理判断・性格判断・

運命相談 。相性診断 。適性診断・易占・ 卜占い,その他の占い,動物
イメージを用いた占いに関する情報の提供,オ ンラインによる動物イ
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メージを用いた占いに関する情報の提供,動物イメージを用いた占い
による運勢判断 。心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診
断・易占・卜占いに関する情報の提供,オ ンラインによる動物イメー
ジを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談 。相
性診断・適性診断・易占・ 卜占いに関する情報の提供,身の上相談,

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,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
[以下余白]


