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(続 葉

(CERTIFiCATE OF TRADEMARK REGISTRAT10N)

ST OF GOODS AND SERⅥ CE9

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
,

,

,

第

16類

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
,

,

,

,

第 28類

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
,

,

第 35類

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

38類

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
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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 。
,
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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
・
・
の企
の企
の企
は
は
画 運営又 開催 ,競 輪
馬
画 運営又 開催 ,競 艇
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
,

第 42類

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
,

第

45類

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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G00DS AND SERⅥ CEO

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
の
の
葬儀 執行 ,墓 地又は納骨堂の提供 ,施 設 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]
,

,

,

,

