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【商標】§ＩＮＦＯＳＯＮＡＲ
【称呼】ｱｲｴﾇｴﾌ,ｱｲｴﾇｴﾌｿﾅ-,ｲﾝﾌｫｿﾅ-,ｿﾅ【出願番号】2006-015116（2006.02.08）【先願権発生日】2006.02.08
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2016.09.01
【登録番号】
4982946（2006.09.01）【分割番号】
【公報発行日】2006.10.03
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】国際分類第８版
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】
【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
【付加情報】色彩有,図形有
【権利者】インフォソナー株式会社
【住所】 大阪府大阪市中央区石町２丁目５番３号
【統合区分】09 16 35 41 42 44
【統合類似群】
11B01 11C01 26A01 26D01 35B01 35G03 36H01 41A01 41A03 42P01 42P02 42Q99 42R01
42R02 42S01 42V02 42V04
【区分】09
11B01 11C01 26D01
電子計算機用ソフトウェア，電子応用機械器具，電気通信機械器具，知的財産権を題材と
した録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，医療・健康・美
容を題材とした録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ
【区分】16
26A01
書籍
【区分】35
35B01 35G03 36H01 42P02
医療分野における経営の指導及び助言に関する情報の提供，病院・老人ホームの経営に関
するコンサルティング，ネーミングに関する市場調査，ブランドイメージの調査，ブラン
ド価値の評価，ブランド戦略に関する企画・立案・及び助言，ドメイン名取得申請手続き
の事務処理代行及びそれに関する指導・助言，ＤＶＤ・ビデオ・ＣＤ・書籍の販売に関す
る情報の提供，コンピューターデータベースへの情報構築・編集に関するコンサルティン
グ，コンピュータ関連機器及びコンピュータソフトの販売に関する情報の提供
【区分】41
41A01 41A03 42S01
医療・介護福祉士・ホームヘルパーについてのセミナー・研修会・講演会の企画・運営又
は開催及びこれらに関する情報の提供，知的財産に関する知識の教授，知的財産に関する
セミナーの企画・運営，ネーミング作成知識の教授，ロゴタイプのデザイン教授，翻訳
【区分】42
42P01 42P02 42Q99 42R01 42R02
商標登録出願・登録商標その他の商標に関する情報の提供，その他知的財産権に関する情
報の提供，商標の監視に関する情報の提供，商標の出願に関する調査，商標の使用に関す
る調査，知的財産に関するコンサルティング，商標のネーミング及びロゴデザインの考案・
開発並びにこれらに関する情報の提供，ドメイン名の取得申請手続きに関する調査・研究
及びそれに関する情報の提供，コンピューターソフトウエアの企画・設計・開発又は保守
に関するコンサルティング，コンピュータネットワークシステムについての設計・開発及
びコンサルティング，電子商取引の分野で用いるコンピュータシステムの設計・作成又は
保守並びにこれらに関するコンサルティング
【区分】44
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42V02 42V04
インターネットを利用した医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤に関する情
報の提供，医業・医療・医療施設に関する情報の提供，医療に関する情報の収集・分析及
び提供並びにコンサルティング，医療に関する相談・助言・指導及び情報の提供，動物病
院に関する情報の提供，医業
【代理人】
【重複情報】（000）
【審判情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（013）
［審査］
2006.02.08 願書
2006.02.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.07.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.21 登録査定
2006.08.11 登録料納付
［登録］
2006.07.21 登録査定書
2006.08.11 設定納付書
2006.09.12 登録証
2008.09.11 表示変更登録申請書(住所)
2008.10.10 却下理由通知書(移転)
2008.11.28 手続却下処分書(移転)
【審判詳細情報】（000）
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【商標】ＩＮＦＯＳＴＡ
【称呼】ｲﾝﾌｫｽﾀ
【出願番号】 H07-096386（1995.09.21）【先願権発生日】1995.09.21
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2017.07.25
【登録番号】
4034122（1997.07.25）【分割番号】
【公報発行日】1997.10.09
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】2007.04.09
【更新登録日】2007.04.17【更新出願番号】
【法区分】平成３年法
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】
【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
【付加情報】
【権利者】社団法人情報科学技術協会
【住所】 東京都文京区小石川２丁目５番７号 佐佐木ビル
【区分】16
26A01
印刷物
【代理人】川島 順
【重複情報】（000）
【審判情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（005）
［登録］
1997.06.20 登録査定書
1997.06.30 設定納付書
1997.08.01 商標登録通知書
2007.04.09 商標権存続期間更新登録申請書
2007.04.24 更新申請登録通知書
【審判詳細情報】（000）
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【商標】ＩＮＦＯＳＨＡＲＥ
【称呼】ｲﾝﾌｫｼｪｱ【出願番号】 H05-031880（1993.03.31）【先願権発生日】1993.03.31
【公告番号】 H07-061895（1995.05.23）【防護番号】
【存続期間満了日】2016.03.29
【登録番号】
3134449（1996.03.29）【分割番号】
【公報発行日】
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】2005.12.20
【更新登録日】2006.01.10【更新出願番号】
【法区分】平成３年法
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】
【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
【付加情報】
【権利者】株式会社日立製作所
【住所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【区分】09
07E01 09A01 09A06 09A45 09D01 09E21 09E22 09E26 09G01 09G02 09G04 09G05 09G06
09G07 09G51 09G53 09G55 10A01 10B01 10C01 11A01 11A03 11A04 11A05 11A06 11B01
11C01 11D01 12A01 12A03 12A05 17A04 17A05 17A06 19B33 23B01 24A01 24C01 24E01
25B01 26D01
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―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―ド，
メトロノ―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，電気アイロン，電気式ヘアカ―ラ―，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，
電気ブザ―，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，盗難警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホ―ス用ノズル，
消防艇，消防車，自動車用シガ―ライタ―，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―プ，ガソリンステ―シ
ョン用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲ―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―ダ―，電気計算機，パンチカ―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―ツ，浮き袋，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレ―タ―，潜水用機械器具，ア―ク
溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，犬笛，家庭用テレビゲ―ムおもちゃ，検卵器，電動
式扉自動開閉装置
【代理人】小川 勝男
【重複情報】（000）
【審判情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（004）
［登録］
2005.12.16 表示変更登録申請書(住所)
2005.12.20 商標権存続期間更新登録申請書
2006.01.17 更新申請登録通知書
2006.01.20 移転登録済通知書
【審判詳細情報】（000）
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【商標】ＹＤＣ∞§ＳＯＮＡＲ
【称呼】ｿﾅ-,ﾜｲﾃﾞｲｼｲ,ﾜｲﾃﾞｲｼｲｿﾅ【出願番号】2005-092430（2005.10.04）【先願権発生日】2005.10.04
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2017.08.24
【登録番号】
5072555（2007.08.24）【分割番号】
【公報発行日】2007.09.25
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】国際分類第８版
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】
【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
【付加情報】色彩有,図形有
【権利者】株式会社ワイ・デイ・シー
【住所】 東京都府中市府中町１丁目９番地
【区分】09
11C01 26A01 26D01
品質・監視用コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体，品質・監視を行うためのコ
ンピュータプログラム，電子出版物
【代理人】横河電機株式会社
【重複情報】（000）
【審判情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（022）
［審査］
2005.10.04 願書
2005.10.12 手続補正書
2005.10.12 手続補正書
2005.11.16 認定･付加情報
2005.11.16 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書（第4条各号+第8条1項+第4条1項11号）
2006.05.18 手続補正書
2006.05.18 意見書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶理由通知書（第4条1項11号）
2007.05.07 意見書
2007.05.07 出願人名義変更届
2007.05.07 手続補足書
2007.06.05 認定･付加情報
2007.06.05 認定･付加情報
2007.06.06 認定･付加情報
2007.08.10 登録査定
2007.08.14 登録料納付
［登録］
2007.08.10 登録査定書
2007.08.14 設定納付書
2007.09.04 登録証
【審判詳細情報】（000）
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