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ダウンロー ド可能な音楽 ・音声 。映像 。画像,ダ ウ ンロー ド可能な静
止画又は動画,ダ ウ ンロー ド可能なキャラクター画像 ,ダ ウ ンロー ド
可能な携帯電話 の待 ち受け画面用の画像, ダウ ンロー ド可能な壁紙用
画像デー タ, ダウ ンロー ド可能な携帯電話用 の着信 メ ロディ,ダ ウ ン
ロー ド可能な文字デー タ,ダ ウ ンロー ド可能な電子出版物, ダウ ンロ
ー ド可能なアニメー ション画像 ,ダ ウ ンロー ド可能なアニメーシ ョン
映画,ダ ウ ンロー ド可能な携帯電話機用又は コンピュー タ用 のゲーム
プログラム,ダ ウ ンロー ド可能な携帯型デジタル音楽 プレイヤー用ゲ
ームプログラム,ダ ウ ンロー ド可能な家庭用テ レビゲームお もちゃ用
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登 録 第
商 願

(REGISTRAT10N NUMBER)
5195144号
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指定商品又 は指定役務並びに商品及 び役務 の区分 にlST
(第

OF 000DS AND SERVICESl

9類 )又

は携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用 のゲ ームプログラム,ダ ウ ンロ
ー ド可能な業務用テ レビゲーム機用 のプログラム,動 物イメージを用
いた 占い に関す る電子計算機用 プログラム,電 子応用機械器具及 びそ
の部品,携 帯電話機 ス トラップ,デ ジタルカメラ,電 気通信機械器具
,録 音済み又 は録画済みの磁気式又 は光学式 の記録媒体 ,イ ンターネ
ッ トを利用 して受信 し及 び保存す ることができる音楽 ファイル,イ ン
ターネッ トを利用 して受信 し及び保存す る ことができる画像 ファイル
,家 庭用テ レビゲームお もちゃ

第 41類

オ ンライ ンによる音楽 ・音声 の提供,オ ンライ ンによる映像 。画像 の
提供,オ ンライ ンによる静止画像 ・動画像 ・音声付 き静止画像 。音声
付 き動画像 の提供 ,オ ンライ ンによるキャラクターの静止画像 ・動画
像 ・音声付 き静止画像・音声付 き動画像 の提供,オ ンライ ンによる映
画 の上 映 。制作又 は配給 ,オ ンライ ンによるアニメー ション映画 の上
映 。制作又 は配給,そ の他 の映画の上 映・制作又 は配給,オ ンライ ン
による書籍 の制作 ,書 籍 の制作 ,音 楽 の演奏,オ ンライ ンによるゲー
ムの提供,オ ンライ ンによるゲームの提供 に関す る情報 の提供,携 帯
電話機 による通信 を用 いて行 うゲームの提供,携 帯電話機に よる通信
を用 いて行 う映像 。画像 の提供,携 帯電話機 による通信 を用 いて行 う
静止画像 ・動画像 。音声付 き静止画像 ・音声付 き動画像 の提供,携 帯
電話機 による通信 を用 いて行 うキャラクターの静止画像 ・動画像・音
声付 き静止画像 。音声付 き動画像 の提供,携 帯電話機 による通信 を用
いて行 う音楽 ・音声 の提供,娯 楽施設 の提供,セ ミナーの企画 ・運営
又 は開催 ,キ ャラクターイベ ン トに関す る興行 の企画・運営又は開催

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,携 帯電話に よる通信 を用 いて行 う動物 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 。性格判断 。相性診断,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 。性格判断
。相性診断,携 帯電話 による通信 を用 いて行 う動物 イメー ジを用 いた
占い による運勢判断・性格半1断 。相性診断,そ の他 の 占い,そ の他 の
オ ンライ ンによる占い,そ の他 の携帯電話 による通信 を用 いて行 う占
い,身 の上相談,オ ンライ ンによる身の上相談
[以 下余 白]
,

