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OF 000DS AND SERVICES

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,そ の他 の電子応用機械器具及びその部品,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
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。 磁気デイス ク・光デ イスク
その他別紙記載
,
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・光磁気デ イスク・デジタルバーサタイルデイスク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・光デイスク・光磁気デ イス ク・デジタルバーサタイルデイスク
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 イス ク・ デジタルバーサタイルディス クROM及 び RA
M。 磁気テー プその他の記録媒体 ,録 音済 みの コンパ ク トデイス ク・
CD― ROM・ 磁気デイスク・光デ イス ク・光磁気デ イスク・デ ジタ
ルバーサ タイルデイスク 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・ 磁気デイスク・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・ 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・ 磁気デイス 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・ 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 ,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・ 磁気デイスク
・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 RO
M及 び RAM・ 磁気 テー 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 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・ 磁気テープその他 の記録媒体,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,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
,
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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
,

16類

印刷物 (書 籍 を除 く。),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 フィルム,紙 製 ごみ収集用袋,プ ラスチ ック製 ごみ収集用袋
,型 紙,裁 縫用チャコ,紙 製のぼ り,紙 製旗,観 賞魚用水槽及 びその
附属品,衛 生手ふ き,紙 製 タオル,紙 製テーブルナプキ ン,紙 製手ふ
き,紙 製ハ ンカチ,荷 札 ,印 刷 した くじ (お もちゃを除 く。),紙 製
テーブルクロス,紙 類 ,紙 製簡易買物袋

第 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

第

,

第 41類

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 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・ 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 タイルデイス 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
,
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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・ 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 R
AM・ 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
気ディス 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・
磁気デイス ク・光デ イス ク・光磁気デイス ク・デジタルバーサタイル
デイス ク ROM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・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
,

,

第 45類

動物イメージを用 いた占い,オ ンライ ンによる動物イメージを用 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
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
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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]
,

,

