
【公報種別】商標公報の訂正

【発行日】令和２年９月１日（２０２０．９．１）

【登録番号】商標登録第６２６３５６９号（Ｔ６２６３５６９）

【掲載公報発行日】令和２年７月１４日（２０２０．７．１４）

【年通号数】２（２０２０）－０２７

【区分】９、１１、１２、１６、２４、２５、２８、３２、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２

、４３、４４、４５

【出願番号】商願２０１８－１６４５３７（Ｔ２０１８－１６４５３７）

【訂正要旨】【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】の第１２類に誤りがあったので以下のとおり

訂正する。

（１９０）【発行国・地域】日本国特許庁（ＪＰ）

（４５０）【発行日】令和２年７月１４日（２０２０．７．１４）

【公報種別】商標公報

（１１１）【登録番号】商標登録第６２６３５６９号（Ｔ６２６３５６９）

（１５１）【登録日】令和２年６月２６日（２０２０．６．２６）

（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１９

（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第９類　ＩＣカード（スマートカード），ＩＣチップ，インターネットへの接続用のコンピュータプログラム，

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，インターネット接続用プログラムを記憶させた記録媒体，インタラクテ

ィブマルチメディアビデオゲーム用プログラムを記憶させた記録媒体，ウエイトベルト，潜水用ウエットスーツ

，エアタンク，オゾン発生器，ガス漏れ警報器，クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア，

ケーブル，ケーブル接続器，コンピュータ，スーパーコンピュータ，コンピュータゲームソフトウェア，コンピ

ュータソフトウェア，コンピュータによって読み出されるプログラム又はデータを記録した記録媒体，コンピュ

ータネットワークにおけるセキュリティの為の電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体，コンピュータネ

ットワーク利用のダウンロード可能な電子計算機用プログラム，コンピュータハードウェア，コンピュータプロ

グラム（ダウンロード可能なものあるいはコンピュータ用の記録媒体に記録されたものを含む），コンピュータ

プログラムを記録させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ，コンピュータ周辺機器，コンピュータ用ゲー

ムプログラム（電気通信ネットワークを通じてダウンロードできるものを含む。），コンピュータ用サーバー，

コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，システム管理用のコンピュータプログラムを記憶させた記録

媒体，シリコンチップ，スプリンクラー消火装置，スマートカード（ＩＣカード），スマートフォン，スマート

フォン用プログラム，スマートフォン用プログラム（電気通信ネットワークを通じてダウンロードできるものを

含む。），スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，タイムスタンプ，タイムレコーダー，ダウンロー

ドが可能なゲームプログラム，ダウンロードして使用する有価証券取引用の電子計算機プログラム，ダウンロー

ド可能な音声又は音楽，ダウンロード可能な画像・動画又は映像，タブレット型コンピュータ，データの記憶・

処理・検索に使用するコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，データベースの管理・処理・統合・操作

に使用するコンピュータプログラムを記録させた記録媒体，データ処理装置，デジタルオーディオプレーヤー，

デジタルビデオプレーヤー，ネットワークサーバ・ホストコンピュータ・顧客の装置へのアクセス及びこれらと

の通信を容易にするためのコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，ネットワークサーバー，パンチカー

ドシステム機械，ビリングマシン，プリント回路，プリント回路基板，ブロックチェーンネットワークにおける

取引の承認又は確認のための演算を行う目的に最適化されたデータ処理装置，ブロックチェーン技術を利用する
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ための電子計算機用プログラム，レギュレーター，レコード，観測用ロケット，運動技能訓練用シミュレーター

，映画機械器具，映写フィルム，演算装置（中央処理装置），仮想通貨の採掘の目的に最適化された演算装置，

加工ガラス（建築用のものを除く。），家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・

磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気テープ，家庭用テレビゲ

ーム機用プログラム，火災報知機，画像処理装置，回転変流機，眼鏡，救命用具，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・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ

及び磁気テープ，業務用テレビゲーム機用プログラム，金銭登録機，金融レポート・財政投資・金融取引・外国

為替取引・差金決済取引・スプレッドベッティング・賭け・ゲーミング及びギャンブリングの報告において又は

関連して使用するための電子出版物，金融及び貨幣の取引・スプレッドベッティング及び差金決済取引に関する

デジタルプレーヤーで使用するための電子出版物，携帯情報端末用プログラム（電気通信ネットワークを通じて

ダウンロードできるものを含む。），携帯電話機，携帯電話機用プログラム，携帯電話機用プログラム（電気通

信ネットワークを通じてダウンロードできるものを含む。），携帯用液晶画面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，計算機，計算尺，検卵器，光学機械器具，光学式記録媒体，硬貨の計数用又は

選別用の機械，作業記録機，事故防護用手袋，磁気記録媒体（未記録のもの），磁心，写真機械器具，写真複写

機，手動計算機，集積回路，集積回路製造用の電子チップ，消火ホース用ノズル，消火器，消火栓，消防車，消

防艇，乗物の故障の警告用の三角標識，乗物運転技能訓練用シミュレーター，製図用又は図案用の機械器具，接

続ケーブル，潜水用機械器具，測定機械器具，中央演算処理装置（ＣＰＵ）用冷却装置，駐車場用硬貨作動式ゲ

ート，調相機，通信ケーブル，通信ネットワークを通じてダウンロードできる携帯電話用プログラム又は携帯電

話用ゲームプログラム，抵抗線，鉄道用信号機，電解槽，電気ブザー，電気計算機，電気磁気測定器，電気通信

ネットワーク通信に対するアクセス時の身分照合に用いる指紋照合装置，電気通信機械器具，電気通信用交換接

続・アクセス装置，電極，電源アダプター，電源コネクター，電源スイッチ，電源装置，電子応用機械器具及び

その部品，電子仮想通貨・暗号通貨又はトークンの管理又は取引のためのダウンロード可能な電子計算機用プロ

グラム，電子仮想通貨の送金及び管理を行うためのアプリケーションプログラム，電子計算機の冷却装置，電子

計算機用プログラム，電子出版物，電子署名システム用アプリケーションプログラム，電子信号用ケーブル，電

子認証のためのコンピュータプログラム，電線及びケーブル，電池，盗難警報器，配電用又は制御用の機械器具

，配電用又は制御用の機械器具用の冷却装置，発光式又は機械式の道路標識，票数計算機，複数のユーザーによ

る遠隔地にあるコンピュータ上のアプリケーションプログラムへのアクセスを可能にするためのコンピュータ用

プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，保安用ヘルメット，防じん

マスク，防火被服，防毒マスク，郵便切手のはり付けチェック装置，溶接マスク，理化学機械器具，録音済み及

び録画済み記録媒体，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，半導体，半導体メモリー，半導体用ウェハー

，回路基板，電子商取引用の安全な端末機

第１１類　ＬＥＤを使用した照明装置，ＬＥＤを用いた街灯，電球類及び照明用器具

第１２類　衛星打ち上げ用ロケット

第１６類　カレンダー，シール，その他の印刷物，パンフレット，ポスター，印刷物，絵はがき，雑誌，書籍，

定期刊行物，文房具類，文房具類（「昆虫採集用具」を除く。），ステッカー，衛生手ふき，紙製タオル，紙製

テーブルナプキン，紙製ハンカチ，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，手帳，手帳カバー

第２４類　タオル，布製身の回り品，のぼり及び旗（紙製のものを除く。）

第２５類　ガーター，ズボンつり，バンド，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴，仮装用衣服，靴下止め，

乗馬靴，被服，履物，スポーツ用のウエットスーツ（潜水用のものを除く。）

第２８類　おもちゃ，ゲーム機用コントローラー，ゲーム用ボール，ゲーム用具，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，テレビゲーム機，ドミノ用具，トランプ，トレー

ディングカードゲーム，ビリヤード用具，マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，囲碁用具，運動用具，家庭用

テレビゲーム機，歌がるた，花札，業務用テレビゲーム機，携帯用液晶画面ゲーム機，室内ゲーム用具，手品用

具，将棋用具，人形，釣り具，遊園地用機械器具，遊戯用器具，スロットマシン，家庭用テレビゲームおもちゃ

，水泳用浮き板，浮袋

第３２類　ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ミネラルウォーター，エナジードリンク，アイ

ソトニック飲料，スポーツ用清涼飲料，プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料，乳清飲料

第３５類　アロマオイル・エッセンシャルオイルその他の香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供，アロマテラピー用ポットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，あ

んか・懐炉・懐炉灰・湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，あんどん・ち
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ょうちんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，いかり・消防艇・船舶並びにその部

品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。）・船舶用オーニング・ターポリン・帆の小売又は卸売の業務に

おいて行われる顧客に対する便益の提供，イベントに関するマーケティング，インターネットにおけるショッピ

ングモールを介した商品の売買契約の媒介又は取次，インターネットにおけるショッピングモール事業の運営又

は管理，インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供，インターネットによる商品の売買

契約の媒介，インターネットによる通信販売にかかる商品の売買契約の媒介及び取次ぎ，インターネットを介し

ておこなう求人情報の提供，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・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・電子出版物・録画済みビデオディスク及びビデオテ

ープ・写真・写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ウェブサイト上におけ

る広告スペースの提供，ウェブサイト上の広告スペースの貸与，オイルクロス・ゴム引防水布・ビニルクロス・

ラバークロス・レザークロス・ろ過布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オフィ

ス用家具その他の家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おむつ・おむつカバー

の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供，お守り・おみくじの小売又は卸売の業務において行われる顧

客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，キ

ーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，きゃたつ及びはしごの小売又は卸

売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，クレジットカードの売上データの集計事務の代行，コピー

機・印刷機用インキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，コピー機・印刷機用トナ

ーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ゴムひも・革ひも・編みひも・真田ひも・

のり付けひも・よりひも・網類・組みひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ゴ

ム製ホースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，コンピュータシステムの操作に関

する運用管理に関する助言・情報の提供，コンピュータデータベースの検索事務代行，コンピュータデータベー

スの検索代行及びこれに関する情報の提供，コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集，コンピュータ

データベースへの情報の構築，コンピュータデータベースへの情報構築・情報編集及びこれらに関する情報の提

供，コンピュータデータベースへの情報編集，コンピュータによるファイルの管理，コンピュータによる情報検

索事務の代行，コンピュータの操作に関する運用管理，コンピュータの操作又はこれに関する助言，コンピュー

タ技術者の斡旋，コンピュータ通信による企業の概要情報の提供，コンピュータ又はコンピュータシステムの操

作に関する運用管理，サッカーチームその他のスポーツチームのファンクラブの企画・運営又は管理，サッカー

選手その他のスポーツ選手とスポーツチームとの契約の代理・媒介又は取次ぎ，サッカー選手その他のスポーツ

選手のファンクラブの企画・運営又は管理，サッカー選手その他のスポーツ選手の広告出演契約の代理・媒介又

は取次ぎ，サッカー選手のあっせん，しびん・病人用差込み便器・寝室用簡易便器の小売又は卸売の業務におい

て行われる顧客に対する便益の提供，しみ抜き剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提

供，ショッピングモールの運営又は管理，ストーブ類（電気式のものを除く。）の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供，スプレーボトルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の

提供，スポーツ選手に関する事業の管理，スポーツ選手のあっせん，スポンサー探し，その他の企業情報の提供

，その他の商品の売買契約の媒介，タイプライター・複写機の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセ

ッサの貸与，タイムレコーダーの貸与，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片の小売又は卸売の業務にお

いて行われる顧客に対する便益の提供，ダイレクトメールによる広告物の配布，たばこ及び喫煙用具の小売又は

卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，タレント契約に基づく芸能人の事業管理，ダンボール箱

その他の紙製容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，つい立て・びょうぶの小売

又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，つや出し剤・保革油の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供，ティッシュボックスカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供，データ記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，データ入力

・データ作成に関する事務処理の代行，テープ・リボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供，デジタル証明書の発行及び管理をサポートするためのコンピュータシステム事業の運営，ドメイン名

取得申請手続きの事務処理代行，ドメイン名又はＩＰアドレスの更新・延長手続の事務処理代行，ドメイン名又

はＩＰアドレスの登録申請事務手続きの代行，ドメイン名又はＩＰアドレス取得申請事務手続に関する情報の提

供，トラフィックコーンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，トレーディングスタ

ンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及び清算，トレーディングスタンプ・ポイ

ントカード・クーポン券の発行・清算又は管理，トレーディングスタンプの発行，ネームプレートの小売又は卸
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売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行

われる顧客に対する便益の提供，のぼり・旗・旗ざおの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供，のぼり及び旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，のり及び接着剤・かつ

ら装着用接着剤・洗濯用でん粉のり・洗濯用ふのり・つけまつ毛用接着剤の小売又は卸売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供，はえ取り紙・ねずみ取り器・はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧

客に対する便益の提供，ハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ビジ

ネス・経営・経済に関する情報の提供，ビデオテックス通信による広告の代理，ファクシミリによる通信販売に

係る商品の販売に関する情報の提供，フェルト及び不織布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供，プラスチック基礎製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチ

ック製の家具固定具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製の包装用

緩衝材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製バリケード用スタンド

の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製建築用養生材その他の建築材

料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製鎖の小売又は卸売の業務に

おいて行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製買物かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供，プラスチック製包装用袋・シート・フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供，プラスチック製容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，フ

ランチャイズの事業の運営及び管理，ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，

ポイントカード会員の募集及び会員の管理，ホテルの事業の管理，マーケティング，マーケティングに関する指

導・助言又はこれらに関する情報の提供，マッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提

供，マネキン人形・洋服飾り型類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ミシンの小

売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，メリヤス生地・編みレース生地・刺しゅうレース

生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ラベル貼り機の小売又は卸売の業務にお

いて行われる顧客に対する便益の提供，ランプ用灯しん・ガスランプ・石油ランプ・ほやの小売又は卸売の業務

において行われる顧客に対する便益の提供，ろう・封ろう・スキーワックスの小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供，ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ろう

そく消し・ろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ロープ及びひもの小

売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ワードプロセッサの貸与，ワイヤロープの小売又

は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥

用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・小鳥かご・小鳥用水盤・愛玩動物用おもちゃの

小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，安全ヘルメットの小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供，安全錠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，衣

服用ハンガーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，医療用機械器具の小売又は卸売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供，医療用手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供，一般事務（輸出入事務・建築物の事務を除く。）の代理又は代行，一般事務の代行，一般事務

処理の代行，印刷インキ（「謄写版用インキ」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供，衛星通信による広告の代理，衛生マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供，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・紙製ハンカチの小売又は卸売の業務に

おいて行われる顧客に対する便益の提供，衛生手ふき及び化粧用ティッシュペーパーの小売又は卸売の業務にお

いて行われる顧客に対する便益の提供，塩化ビニール製シートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供，屋内用ブラインド・すだれ・装飾用ビーズカーテン・日よけ・織物製椅子カバー・壁掛け・カ

ーテン・テーブル掛け・どん帳及び敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，音楽

ツアー・音楽祭・音楽の演奏者・音楽の娯楽イベント及び音楽に関する広告及びその広告の企画及び制作，音楽

産業の動向に関する情報の提供，音声データ及び電気通信用商品の展示会の企画・運営・開催，化学品・カナダ

バルサム・コパール・サンダラック・松根油・セラック・ダンマール・媒染剤・腐蝕防止剤・防錆剤・マスチッ

ク・松脂・木材保存剤・家庭用帯電防止剤・家庭用脱脂剤・さび除去剤・染み抜きベンジン・洗濯用柔軟剤・洗

濯用漂白剤・固形潤滑剤・タール・ピッチ・アイスクリーム用凝固剤・家庭用食肉軟化剤・ホイップクリーム用

安定剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化学物質を充てんした保温保冷具の小

売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化学防護被服及び事故防護被服の小売又は卸売の
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業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供，仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，可動式オフィスパーティション

（家具）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供，家庭用のプラスチック製の袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に

対する便益の提供，家庭用浄水器並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す

る便益の提供，家庭用水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又

は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牙・鯨のひげ

・甲殻・人工角・象牙・角・歯・べっこう・骨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

，楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，観賞魚用水槽及びその附

属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，顔料の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供，企業の経営に関する研究，企業の経営に関する調査及び分析，企業の商取引又は

業務提携に関する斡旋・仲介又はこれらに関する情報の提供，企業会計管理，企業経営ノウハウに関する情報の

提供，企業経営の管理，企業情報の提供，機械式の接着テープディスペンサー・自動スタンプ打ち器・青写真複

写機・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・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・郵便切手のはり付けチェック装

置・あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ステープラ・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

謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，記念カップ・記念たての小売又は卸売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供，喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す

る便益の提供，救命用具・落下傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，救命用具の

小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，求人情報の提供，牛乳の小売又は卸売の業務に

おいて行われる顧客に対する便益の提供，競売の運営，競売の運営（インターネットオークションの運営を含む

。），競売の運営（インターネットオークションの運営を含む。）に関する情報の提供，教材の販売に関する情

報の提供，業務用テレビゲーム機用プログラム・遊園地用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供，業務用掃除機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，業務用美

容マッサージ器・美容院用又は理髪店用の機械器具（「椅子」を除く。）・美容院用椅子・理髪用椅子の小売又

は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，金庫の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供，金銭債権の管理に関する一般事務の代行，金属製卓上呼鈴の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供，金属製彫刻・石製彫刻・コンクリート製彫刻・大理石製彫刻・石こう製彫刻・プ

ラスチック製彫刻・木製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，靴クリーム・靴

墨・靴油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薫料の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供，軍手その他の作業用手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す

る便益の提供，景気動向の分析，経営の診断及び指導，経営の診断及び指導又は経営に関する情報の提供，経営

の診断又は経営に関する助言，経営の診断又は経営に関する助言・指導又は相談又はこれらに関する情報の提供

，経営情報に関する各種情報の収集・提供，経済に関する統計的情報の提供，経済動向に関する研究，経理事務

の代行，蛍光塗料を詰めた防犯用のプラスチック製ボールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供，警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，芸能人のあっせん及び紹

介，芸能人のタレント活動の管理，結束用ゴムバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建築材料の小売又は卸売の業務

において行われる顧客に対する便益の提供，建築物における来訪者の受付及び案内，検索エンジンの検索結果の

最適化，玄関用金属製呼鈴（電気式のものを除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供，顧客に関する情報の収集・管理・分析，顧客に関する情報の提供，顧客へのオンラインでの安全・安心

なＳＳＬによる商品の売買取引の仲介又は取次ぎ，顧客管理，顧客管理に関するコンサルティング，顧客優待プ

ログラムの運営・管理並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供，護身棒の小売又は卸売の業務において行

われる顧客に対する便益の提供，光学機械器具・写真機械器具・写真材料及び映画機械器具の小売又は卸売の業

務において行われる顧客に対する便益の提供，工業用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供，工具箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，広告，広告イベントの企

画及び運営，広告スペース（インターネット経由のものを含む。）の提供及び貸与，広告デザインの考案，広告
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に関する情報の提供，広告業，広告効果の調査若しくは分析又はこれらに関する情報の提供，広告物の配布，広

告文の作成，広告用スペースの提供（ウェブサイト上の広告を含む），広告用ビデオの制作，広告用具の貸与，

広報又は宣伝広告，購買行動に関する調査，購買者意識調査，購買者行動調査，香料・食品香料（精油のものを

除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，昆虫採集用具の小売又は卸売の業務

において行われる顧客に対する便益の提供，財務書類の作成，財務書類の作成・監査又は証明に関する情報の提

供，財務書類の作成に関する助言，財務書類の作成に関する情報の提供，作家・俳優・コメディアン・ディスク

ジョッキー・音楽家・プロデューサー又はダンサーのあっせん及び紹介，作家・俳優・コメディアン・ディスク

ジョッキー・音楽家・プロデューサー又はダンサーのタレント活動の管理，殺虫剤の小売又は卸売の業務におい

て行われる顧客に対する便益の提供，傘の滴落下防止用プラスチック製袋の小売又は卸売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供，使い捨てかいろその他のかいろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す

る便益の提供，四輪手押し車及び貨物取扱い用カートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供，市場に関する情報の提供，市場及び販売戦略に関する指導及び助言，市場調査，市場調査に関する情報

の提供，市場調査又は分析，糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，糸通し器・チ

ャコ削り器・型紙・裁縫用チャコ・ししゅう用枠・アイロン台・霧吹き・こて台・へら台・編み棒・裁縫箱・裁

縫用へら・裁縫用指抜き・針刺し・針箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製

の手ふき・タオル・ハンカチ及びナプキンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙

製またはプラスティック製の食品用包装袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙

製包装用緩衝材及び紙製包装用袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製又はプ

ラスチック製簡易買物袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の

小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，事業に関する統計的情報の提供，事業の運営及

び事業の管理，事業の運営並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供，事業の管理・運営に関するコンサル

ティング，事業の管理並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供，事業情報の提供，事業内容・事業規模そ

の他の企業の概要に関する情報の提供，事故防護用手袋・絶縁手袋・家事用手袋の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供，事務処理の代行又はこれに関する情報の提供，事務用及び結束用のゴムバン

ドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，事務用品（家具を除く。）の小売又は卸売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供，事務用品に関する調達の代行，時計及び眼鏡の小売又は卸売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供，自転車の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車

の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動販売機の貸与，実演による娯楽イベント

に関する役務の提供促進及びこれに関連する商品の販売促進のための企画及び運営，実演による娯楽イベント及

び関連する商品の宣伝広告，芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，写真・文

書等を電子データ化し・保管し必要に応じ出力することによるファイルの管理に関する情報の提供，写真機械器

具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，写真立ての小売又は卸売の業

務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ワインの

小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，十能・暖炉用ふいご（手持ち工具に当たるもの

に限る。）・火ばし・家庭用燃え殻ふるい・五徳・石炭入れ・火消しつぼの小売又は卸売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供，潤滑剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，書画・額

縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，書画・額縁及びアートフレームの小売又は

卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，書類の複製，除湿剤の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供，商業用・販売促進用及び広告用のイベント・展示会・見本市及びショーの運営，

商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催，商品の受発注に関する情報の提供，商品の売上又は売上ランキ

ング情報の提供，商品の売買契約の媒介・取次ぎ又は代行その他の商取引の媒介・取次ぎ又は代行，商品の売買

契約の代理・取次ぎ・媒介及びこれらに関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売実績情

報の提供，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行及び管理，商品の販売促進若しくは役務

の提供促進のためのクーポン券の発行・清算又は管理，商品の販売促進若しくは役務の提供促進のための企画又

は実行の代理，商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算，商

品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及びその運営若しくはその実行の代理，商品の販売促進又は役務

の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケート・ゲームの実施及びそれらに関する情報の提供，商品代金

の支払に関する事務の代行，商品又は商品生産者に対する消費者の評価情報の提供，小売業に関する情報の提供
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及び助言，小売事業又は通信販売事業の管理又は運営に関する代行，消火器・消火栓・消火ホース・消化ホース

用ノズル・スプリンクラー消火装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，消火器の

小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家庭用消臭剤及び殺菌消毒剤の小売又は卸売の

業務において行われる顧客に対する便益の提供，消費者動向調査，畳類の小売又は卸売の業務において行われる

顧客に対する便益の提供，植物の茎支持具・植木鉢・家庭園芸用の水耕式植物栽培器・じょうろの小売又は卸売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供，職業のあっせん，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，

食品見本模型の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業

務において行われる顧客に対する便益の提供，新聞の予約購読の取次ぎ，新聞記事情報の提供，身の回り品の小

売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧

客に対する便益の提供，人工造木（クリスマスツリーを除く。）その他の植物の模造品の小売又は卸売の業務に

おいて行われる顧客に対する便益の提供，人力車・そり・手押し車・荷車・馬車・リヤカーの小売又は卸売の業

務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧

客に対する便益の提供，石けん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提

供，洗浄機能付き便座・洗面所用消毒剤ディスペンサー・便器・和式便器用椅子・トイレットペーパーホルダー

・織物製トイレットシートカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，洗濯用柔軟

剤・洗濯漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，染料の小売又は卸売の業務に

おいて行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の

提供，造花（「造花の花輪」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，測定

機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，速記，他人の事業のために行う物品

の調達及びサービスの手配，他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理，台所用品・清掃用具及

び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，知的財産権に関する情報の検索代

行，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，貯金箱の小売又

は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，調律機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に

対する便益の提供，通信ネットワークを介して行う広告の配信，通信販売による商品の販売に関する情報の提供

，通信販売による電気機械器具及び電子応用機械器具の販売に関する情報の提供，通信販売の注文・受付・発注

に関する事務処理の代行，釣り具・釣り用餌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，

鉄及び鋼の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類（「電気通信機械器

具・電子応用機械器具及びその部品」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提

供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類並びにそ

れらの部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，スーパーコンピュータ

の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気式コーヒー用機械器具並びにその部品及

び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電子データを保管し必要に応じて出

力することによるコンピュータによるファイルの管理，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，電子計算機又は電子計算機情報網の操作に関する運用管理，電子商取引で発生した売

掛金の計算事務及び請求書発行事務の代行，電子商取引における商品の売買契約の媒介，電子商取引に係る事業

の運営・管理，電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算，電子商取引の事業に関す

る情報の提供及び助言，電話・インターネットを利用した通信販売による商品の発注事務処理代行その他の通信

販売による商品の受発注事務処理代行，塗装用パテ・塗料・塗料用剥離剤の小売又は卸売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供，湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン・洗い場用マットの小

売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，陶磁器用釉薬の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，乳

母車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，買物

かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供，非金属鉱物・金属鉱石・宝玉の原石・雲母・建築用又は構築用の非金属鉱物・海

泡石・こはくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，非常用トイレの排泄物凝固剤の

小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，非常用持ち出し袋の小売又は卸売の業務におい

て行われる顧客に対する便益の提供，非鉄金属・塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉・塗

装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉・非鉄金属及びその合金・貴金属の小売又は卸売の業務に



(8) 商標公報６２６３５６９

おいて行われる顧客に対する便益の提供，筆耕，布製包装用リボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供，敷物・カーテン・屋内用ブラインドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供，風鈴・花瓶及び水盤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，福利厚生事

務の代行，文書又は磁気テープのファイリング，文房具以外の粘着テープ（医療用のもの及び家庭用のものを除

く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供，保安用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供，包装紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，包装用プラスチック材料の小

売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務におい

て行われる顧客に対する便益の提供，芳香剤その他の薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供，房類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，防じんマスク・防毒マスク

・溶接マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，防火被服・防災頭巾の小売又は

卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，防錆グリース・工業用油の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供，防塵マスク及び防護マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供，毛皮の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，網類の小売又は卸売の

業務において行われる顧客に対する便益の提供，木製・プラスチック製・金属製の看板及び掲示板の小売又は卸

売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，輸

出入に関する事務の代理又は代行，輸送用折畳式プラスチック製コンテナその他の輸送用コンテナの小売又は卸

売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供，郵便受け及び新聞受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，洋服

ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，浴槽類の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，人材

の派遣に関する事業の管理又は運営，派遣労働者の募集，派遣労働者の紹介，通信ネットワークに関する加入契

約の媒介又は取り次ぎ，電子計算機端末による通信利用契約の媒介，電子計算機用データに基づく出力の代行，

書類の封緘・発送の代理，コンピュータグラフィックスによる広告デザインの考案，コンピュータを用いて行う

データの入力及び出力の代行

第３６類　ＡＴＭ（現金自動預払機）による銀行業務，インターネット・その他の販売手段による商品売買代金

の回収代行，インターネットサイトの利用者に代わってする支払代金の決済，インターネットによる銀行業務，

インターネットによる振替・振込，インターネットを介した金融情報の提供，インターネットを利用したクレジ

ットカードの利用に関する情報の提供，オフバランス取引・その他の投資リスク及び資産運用に関するコンサル

ティング，オンラインゲーム内で使用される前払式電子仮想通貨の発行，オンラインによる株式の取引の媒介・

取次ぎ又は代理，オンラインによる銀行業務，オンラインによる商品売買代金の支払いの代行，ガス料金又は電

気料金の徴収の代行，クレジットカード・デビットカード・電子マネーの利用者に代わってする支払代金の清算

，クレジットカード・デビットカード・旅行者用小切手・電子マネー等の利用者に代わってする支払代金の決済

，クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算，クレジットカード・デビットカー

ド利用明細に関する情報の提供，クレジットカードに関するファクタリング，クレジットカードのファクタリン

グ，クレジットカードの会員契約の締結の取次ぎ及びこれに関する情報の提供，クレジットカードの発行の取次

ぎ，クレジットカードの発行会社に代わってする会員の募集及び会員の管理，クレジットカードの発行者に代わ

ってする支払代金の清算，クレジットカードの利用金額に関する情報の提供，クレジットカードの利用者に代わ

ってする支払代金の清算，クレジットカードを利用した購入商品に関する補償，クレジットカード会員のクレジ

ットカード利用に際しての信用の保証，クレジットカード会員の募集及び会員の管理，クレジットカード会員契

約の締結の媒介，クレジットカード決済に関するコンサルティング，クレジットカード取引情報の提供，クレジ

ットカード発行の取次ぎ，クレジットカード発行会社に代わって行うクレジットカード会員の募集及び会員管理

，クレジットカード発行者に代わってする会員・加盟店の募集及び管理，クレジットカード利用に際しての取引

の信用承認，クレジットカード利用者に代って行う支払代金の清算，クレジットカード利用者に代わってする支

払代金の清算，ゴルフ会員権・リゾートクラブ会員権の売買の媒介・取次ぎ及び代理，ゴルフ会員権の売買の媒

介・取次ぎ又は代理，コンビニ店などに設置されたＣＤ機等の操作により顧客の預金口座からの現金引出しの取

次ぎ，コンピュータルームとして使用する建物の貸与，コンピュータ通信システムを利用したクレジットカード

のオンライン与信照会手続の代行，コンピュータ通信システムを利用したクレジットカード決済の代行，その他

の集金代行，デビットカード利用者に代って行う支払代金の決済，デビットカード利用者に代って行う支払代金
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の清算，デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済，ファクタリング，ファクタリングの代理，プリ

ペイドカードの委託による発行，プリペイドカードの発行，プリペイドカードの発行の取次ぎ及びこれに関する

情報の提供，為替取引（電子仮想通貨の取引に関するものを含む。）及びそれに関する情報の提供，移動体電話

又は電子計算機端末を用いた通信による預金の残高照会の代行，遺言信託の引受け，衛星テレビジョン放送及び

インターネットを通じて行う証券投資に関する情報の提供，円建銀行引受手形の売買並びに売買の媒介・取次ぎ

又は代理，温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引に関する情報

の提供，温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引等清算取次ぎ，

温室効果ガスに関わる排出量又は排出権の取引に関する口座の管理，前払い式仮想通貨（任意の仮想通貨と相互

に交換可能な仮想通貨を含む。）の発行，仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換，仮想通貨の売買又は他の

仮想通貨との交換に関して利用者の金銭又は仮想通貨の管理，仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換の媒介

・取次ぎ又は代理，仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換の媒介・取次ぎ又は代理に関して利用者の金銭又

は仮想通貨の管理，仮想通貨交換業に係る仮想通貨と法定通貨との両替の代行及びこれに関する情報の提供，家

賃・管理費・駐車場代等の支払いの代行，海外において発行された譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパー

の売買並びに売買の媒介・取次ぎ又は代理，外国為替オプション取引，外国為替に関する情報提供，外国為替取

引，外国為替取引又はこれに関する情報の提供，外国為替証拠金取引，外国為替証拠金取引及びこれに関する情

報の提供，外国金融商品市場における有価証券とみなされる権利についての売買取引・外国市場デリバティブ取

引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国市場証券先物取引，外国通貨の両替，外国有価証券市場における有価証

券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，確定拠出年金に関する運用管理の受託

，確定拠出年金に関する運用管理の受託についての情報の提供，確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け，

確定拠出年金に関する資産管理契約の引受けについての情報の提供，割賦購入あっせん，割賦購入のあっせん，

割賦販売利用者に代わってする支払い代金の清算，株価指数先物オプション取引，株式の財務管理，株式の取引

，株式の取引の媒介・取次ぎ又は代理，株式の名義書換に関する事務代行，株式再発行手続の事務代行，株式市

況・金融市況・外国為替市況・金融市場・金利・税金・財務に関する情報の提供，株式市況に関する情報の提供

，株式事務の取次ぎ，株式譲渡益に関する税金の徴収・納付の代行，関税に関する手続きの代行，企業における

企業年金に関する情報の提供，企業の格付けに関する情報の提供，企業の信用に関する調査，企業の信用に関す

る調査についての情報の提供，企業の信用に関する調査又はこれに関する情報の提供，企業年金・個人年金の運

用に関する指導及び助言，共済事業による年金の受託及び管理，金の先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債

権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，金銭債権の取得及び譲渡

，金銭信託・その他の投資信託に関する情報の提供，金投資口座の募集，金融・財務分析（オンラインによるも

のを含む。），金融デリバティブ取引，金融に関する個人信用情報の提供，金融に関する情報の提供，金融に関

する情報提供，金融に関する調査・分析又は予想，金融資産に関する投資顧問契約に基づく資産の管理・運用又

はこれらに関する助言，金融資産の管理，金融資産の相続税等の税金に関する助言及び指導，金融資産運用管理

，金融情報の提供，金融先物取引（電子仮想通貨の取引に関するものを含む。）の受託及びそれに関する情報の

提供，金融先物取引の受託，金融先物取引の受託並びに委託の媒介・取次ぎ又は代理の引受け，金融派生商品の

取引，金融又は財務に関する助言（オンラインによるものを含む。），金融又は財務に関する情報の提供，金融

又は財務に関する情報の提供（オンラインによるものを含む。），金融又は財務取引，金利・通貨オプション取

引，金利・通貨スワップ取引及び為替金利リスクに関する財務管理，銀行業務，銀行業務に関する情報の提供，

銀行口座に関する取引情報の提供，銀行口座の開設の指示を含む銀行口座の開設の取次ぎ，銀行口座の開設契約

の媒介・取次ぎ又は代理，銀行小切手の発行，携帯電話・スマートフォンを経由して提供される金融又は財務取

引，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は

土地の鑑定評価，建物又は土地の情報の提供，現金支払機・現金自動預け払い機の貸与，現金支払機の貸与，現

金支払残高及び預金残高照会の代行，現金自動支払い機・現金自動預け払い機の現金カートリッジの交換・回収

及び現金の管理，現金自動預け払い機の貸与，個人の経済的生活設計に係わる資産管理及び運用に関する情報の

提供，個人の経済的生活設計に係わる資産管理及び運用に関する診断・助言及び指導，個人の顧客用のユニット

型投資信託の管理，個人の資産運用に関する助言，個人金融に関する信用調査，個人年金保険に関する情報の提

供又は助言，個人年金保険の引受け，個人年金保険契約の締結の媒介，個別株式オプション取引，古物営業法に

係る金券類の売買，公共料金の徴収の代行，公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払の代理，口座取引

きに係る取引項目ごとの明細内容の提供，口座振込みに関する内容（メッセージ）の伝達，購入商品に関する補

償保険の引受け，国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱，国債証券等の引受け

，国債証券等の募集又は売出しの取扱い，国内で発行されたコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・
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取次ぎ又は代理，国内で発行されるコマーシャル・ペーパーの発行に係る代理事務，骨董品の評価，差金決済取

引，債券の募集の受託，債権の回収の代行，債権回収の代行，債務に関する指導及び助言（オンラインによるも

のを含む。），債務の保証及び手形の引受け，債務の履行の代理事務，財産の取得・管理・処分又は貸借の代理

事務，財産の整理又は清算の代理事務，財務に関する助言，財務に関する情報提供，財務管理，財務管理（オン

ラインによるものを含む。），財務評価，財務分析，支払代金の電子決済，私的年金に関する情報の提供，私的

年金保険に関する情報の提供，紙幣・硬貨の金種別整理，紙幣・硬貨計算機の貸与，紙幣計算機・硬貨計算機・

現金支払機・現金自動預け払い機の貸与に関する情報の提供又はコンサルティング，資金の借入れについての相

談及び助言，資金の貸付け，資金の貸付けに関する情報の提供，資金の貸付け及び手形の割引，資金決済のため

の情報の提供，資産の管理・運用に関する情報の提供，慈善のための募金，慈善事業活動のための企画・運営，

自動引き落としの明細に関する情報の提供，取引所金融商品市場における有価証券とみなされる権利についての

売買取引・市場デリバティブ取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，取引銘柄（外国為替の通貨・株式の銘柄・貴

金属の銘柄を含む）の価格の上げ下げ予想を特徴とする金融派生商品の取引，受信料の徴収の代行，集金代行，

住宅ローン債務の保証並びにこれに関する情報の提供又はコンサルティング，純金積立の引受け若しくは金投資

口座の募集，商業上の資金の貸付け，商品の販売代金の徴収の代行，商品券の発行，商品市場における商品先物

取引の受託，商品市場における先物取引に関する助言，商品市場における先物取引に関する情報の提供，商品市

場における先物取引の受託，商品先物取引の受託，商品先物取引市況に関する情報の提供，商品代金の徴収の代

行，商品投資契約の締結及びその代理並びに媒介，商品投資受益権の販売及びその代理並びに媒介，商品売買代

金の集金の代行，小口債権販売契約の締結またはその代理もしくは媒介，小切手の検証，小切手の保証，消費者

信用取引に係る個人信用情報の収集・保管・照合，証券投資信託・不動産投資信託に関する情報の提供，証券投

資信託・不動産投資信託に係る信託財産の運用指図，証券投資信託・不動産投資信託に係る信託財産の収益分配

金・償還金及び解約金の支払い，証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理，譲渡性預

金（海外において発行されたものを除く。）の売買並びに売買の媒介・取次ぎ又は代理，譲渡性預金及び円建銀

行引受手形の売買・売買の媒介・取次ぎ及び代理，信用購入あっせん，信用状に関する業務，振込みの際にメッ

セージを伝えることのできる口座振込，振込又は振替に関する支払又は送金の指示を含む銀行業務，振込又は振

替に関する支払又は送金の指示を含む銀行業務の媒介・取次ぎ又は代理，生命保険についての相談及び助言，生

命保険に関する情報の提供，生命保険の引受け，生命保険契約の締結の媒介，税務相談・税務代理に関する情報

の提供，税務相談に関する情報の提供，税務相談又は税務代理に関する情報の提供，税務代理の取り次ぎ，前払

い式の仮想通貨の売買・発行及び管理，前払い式電子仮想通貨の発行，前払式支払手段の発行，前払式証票（プ

リペイドカード）の発行又は販売の代理，前払式証票の発行，損害保険についての相談及び助言，損害保険に関

する情報の提供，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，貸金庫の提供，

第三者に代わってする銀行業務・金融取引又は財務取引についての指示を含む銀行業務・金融取引又は財務取引

，第三者に代わってする銀行業務・金融取引又は財務取引についての指示を含む銀行業務・金融取引又は財務取

引の媒介・取次ぎ又は代理，中古自動車の評価，中小企業育成の為の委託による株式引受けによる資本の投資，

中小企業及び中小規模の事業の事業主に対する資金の貸付け，中長期的資金計画にかかる将来の金融収支・資産

及び負債の推移に関する情報の提供又はコンサルティング，通信による振込・振替の提供，通信ネットワークを

通じて行う資金の決済，通信料金の徴収の代行，抵当証券に関する債務の保証，抵当証券の販売の媒介及び保管

，電子プリペイドカードの発行，電子マネーの発行に関する情報の提供，電子マネー利用者が保持するカードに

電子マネーを入金する手続き，電子マネー利用者が保持するカードに電子マネーを入金する手続きの代行，電子

マネー利用者に代わってする支払い代金の決済，電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済，電子マネー

利用者に代わってする支払代金の決済の代行及びこれに関する相談・助言，電子マネー利用者に代わってする支

払代金の清算，電子仮想通貨の送金事務の取扱い，仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換又は仮想通貨の売

買又は他の仮想通貨との交換の媒介・取次ぎ・代理に関して利用者の金銭又は仮想通貨の管理，仮想通貨交換業

に係る仮想通貨と法定通貨との両替，前払い式電子仮想通貨の取引の媒介，前払い式電子仮想通貨の取引に関す

る情報の提供，電子仮想通貨を利用した為替取引又は先物取引の媒介又は取次ぎ，電子仮想通貨取引の利用者に

代わってする支払代金の清算及び決済，電子仮想通貨専用の自動支払機・自動預け払い機の貸与，電子商取引に

おける決済代行，電子商取引における取引上の決済状況に関する情報の提供，電子商取引における代金回収の代

行，電子商取引における買手企業の代金を立て替えたりする与信，電子通信ネットワークを通じた金融取引の清

算及び決済，電子的手段による送金・振込事務の取扱い，電話・ファクシミリ・インターネットによる取引明細

の内容照会の代行，電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替，電話・ファクシミリ・インターネ

ットによる預金の残高照会の代行，電話料金・水道料金・ガス料金・電気料金・家賃・管理費・駐車場代・保険
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料・売上代金・割賦代金・住宅ローン・その他の料金の徴収代行，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土

地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，投資，投資に関するコンサルティング，投資に関する指導

及び助言，投資に関する助言，投資に関する情報の提供，投資一任契約に基づき顧客のために行う投資，投資運

用指示，投資顧問契約に基づく投資に関する助言，投資事業組合の設立による投資事業組合財産の運用及び管理

，投資信託に係る信託財産の運用指図，投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用，投資信託受益証券の募集・売

出し，特定金銭信託の運用状況の情報・年金基金の情報・その他の信託業務に関する情報の提供，特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱いを含む有価証券とみなされる権利の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い，内

国為替取引，二酸化炭素の排出権の売買並びに売買の媒介及び取次ぎ，銀行業務・金融取引又は財務取引におけ

る入金又は出金に関する指図，銀行業務・金融取引又は財務取引における入金又は出金に関する指図の媒介・取

次ぎ又は代理，売掛金のための資金の貸付け，売掛債権の買取り，被害者救済に係る補償制度および保険事業に

関する調査・分析・研究並びに前記事項に関する情報収集・情報処理・情報提供並びにコンサルティング，美術

品の評価，不動産業務，保険に関する助言，保険に関する情報の提供，保険の引受け，保険業務，保険契約の締

結の仲介，保険情報の提供，保険料の徴収の代行，保険料率の算出，宝くじの当選者のための金融又は財務に関

する助言，宝玉の評価，有価証券・スワップ・ローン債権・株式並びにこれらの派生商品等のリパッケージに関

する財務及び投資の代行，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，有価証券・金融先物取引・証券先物取

引・商品先物取引に係る投資と運用に関する助言・情報提供，有価証券オプション取引，有価証券オプション取

引及び外国市場証券先物取引，有価証券とみなされる権利についての売出し又は特定投資家向け売付け勧誘を含

む有価証券とみなされる権利についての売出し，有価証券とみなされる権利についての売買・金融指標に係る市

場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引，有価証券とみなされる権利についての売買・市場デリバテ

ィブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券とみなされる権利等についての清算

取次ぎ，有価証券に関する書類の封入・封緘・発送の代理，有価証券に関する常任代理，有価証券に関する投資

顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資，有価証券に係る投資に関する助言，有価証券の引受け，

有価証券の受渡の事務代行，有価証券の清算の事務代行，有価証券の貸付け，有価証券の貸付け・有価証券の引

受けに関する情報の提供，有価証券の売出し，有価証券の売買，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有

価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプシ

ョン取引及び外国市場証券先物取引のための財務管理，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オ

プション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・

有価証券オプション取引及び国内市場証券先物取引に関する情報の提供，有価証券の募集又は売出しの取扱い，

有価証券の募集又は売出しの取扱い又は私募の取扱い，有価証券ポートフォリオの管理，有価証券市場における

有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有

価証券指数等先物取引，有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引・外国市場証券先物取引，有価証券

先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取

引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理，有価証券店頭デリバティブ取引，有価証券等清算取次ぎ，預

金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，預金口座に関する情報の提供，利

付き投資ファンドの引受，利用者に代わってする支払代金の決済，旅行者用小切手の発行，旅行者用小切手の発

行及び買取り，旅行傷害保険契約の締結の媒介，両替，両替（電子仮想通貨に関するものを含む。），両替機の

貸与，累積投資業務に係る代理，グローバルコンピュータネットワーク経由でのオンラインコミュニティのメン

バーが使用する仮想通貨の電子決済の提供，仮想通貨交換業にかかる仮想通貨のデリバティブ取引，前払い式電

子仮想通貨のデリバティブ取引，仮想通貨交換業にかかる仮想通貨のデリバティブ取引の媒介・取次ぎ又は代理

，前払い式電子仮想通貨のデリバティブ取引の媒介・取次ぎ又は代理，金融商品・株オプション及び他の金融派

生商品のオンラインによる取引，金融派生商品の売買の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券・金融派生商品及びそ

の他の金融商品に関する金融又は財務に関する助言，仮想空間内で商品の購入・役務の提供を受けるための前払

い式電子仮想通貨の発行，法定通貨担保型仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換，仮想通貨担保型仮想通貨

の売買又は他の仮想通貨との交換，無担保型仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換

第３７類　ＬＥＤを用いた照明器具の設置工事・保守及び修理，おもちゃ又は人形の修理，コンピュータネット

ワーク機械設備及び周辺機器の修理又は保守，コンピュータネットワーク配線工事，コンピュータの修理又は保

守，コンピュータハードウエアのバージョンアップ，コンピュータハードウェアの設置工事，コンピュータハー

ドウェアの設置工事に関する助言，スマートフォンの修理又は保守，家庭用テレビゲーム機の修理又は保守，携

帯電話機械器具の修理又は保守，携帯用液晶画面ゲームおもちゃの修理又は保守，建設工事，建築工事に関する

助言，光通信工事，通信ネットワークシステム工事，通信ネットワーク設備工事，通信ネットワーク設備工事に
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関する助言，電気機器の干渉有害電波の抑制工事，電気通信機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理

又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守，無線通信設備及び無線ネットワーク設備の設置工事，遊園地用

機械器具の修理又は保守，冷却装置の修理又は保守，冷却装置の設置工事，コンピュータのハードウエアの保守

第３８類　インターネットドメイン名の登録及び管理，インターネットドメイン名の登録及び管理に関する情報

の提供，オンデマンド方式による広帯域移動無線アクセスシステム及びコンピュータネットワークによる通信を

介した映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送，オンデマンド方式による広帯域移動無線アクセスシス

テム及びコンピュータネットワークによる通信を介した音声・画像の伝送交換，クレジットカード決済手続のた

めのコンピューター通信ネットワークへの接続の提供，コンピュータによるメッセージ及び映像の通信，セキュ

リティ機能を有する移動体電話による通信，セキュリティ機能を有する電子計算機端末による通信，その他の移

動体電話による通信，その他の電気通信（放送を除く。），その他の電子計算機端末による通信，データを暗号

化して行うデータ通信，データ通信に関する情報の提供，テレックスによる通信，テレビジョン放送，ドメイン

名の登録及び管理，ドメイン名の登録及び管理に関する情報の提供，ビデオオンディマンド方式によるデータの

伝送交換，ファクシミリによる通信，ラジオ放送，移動体電話による通信，衛星通信送受信設備の貸与，衛星通

信用チューナーの貸与，衛星通信用デコーダーの貸与，音声・画像・文字の伝送交換，音声伝送交換・データ伝

送交換・画像伝送交換及びこれらの複合伝送交換，企業間ＬＡＮへの接続の提供及びこれに関する情報の提供，

広帯域移動無線アクセスシステムを利用したデータ通信に関する情報の提供，広帯域移動無線アクセスシステム

を利用したテレビジョン放送，広帯域移動無線アクセスシステムを利用した映像・音声伝送通信，広帯域移動無

線アクセスシステムを利用した電子メールによる通信，広帯域移動無線アクセスシステムを利用した電子掲示板

による通信，広帯域移動無線アクセスシステム及びインターネット回線を用いた電話による通信，広帯域移動無

線アクセスシステム及びコンピュータネットワークへの接続の提供，広帯域移動無線アクセスシステム及びコン

ピュータネットワークを利用したテレビ番組表に関する情報の提供，広帯域移動無線アクセスシステム及びコン

ピュータネットワークを利用した音声その他の音響を送る放送，広帯域移動無線アクセスシステム及びコンピュ

ータネットワークを利用した電子メールによる通信，広帯域移動無線アクセスシステム及びコンピュータネット

ワークを利用した電子計算機端末による通信，広帯域移動無線アクセスシステム及び電子計算機端末による通信

ネットワークへの接続の提供，広帯域移動無線アクセスシステム用の家庭用テレビゲームおもちゃ・携帯電話端

末並びに電子計算機端末を利用した通信，広帯域移動無線アクセスシステム用の電話機・ファクシミリその他の

通信機器の貸与，広帯域移動無線アクセスシステム用の電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する

情報の提供，広帯域移動無線アクセスシステム用の変調・復調装置（モデム）の貸与，電気通信（「放送」を除

く。），電気通信（放送を除く。），電気通信（放送を除く。）に関する助言，電気通信に関する助言又はコン

サルティング，電気通信に関する情報の提供，電子メールによる通信，電子メールの自動転送，電子掲示板通信

，電子計算機端末による通信，電子計算機端末による通信に関する相談及び助言，電子計算機端末による通信ネ

ットワークの接続の提供，電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供，電報による通信，電話によ

る通信，電話機・ファクシミリ・その他の通信機器の貸与，報道をする者に対するニュースの供給，放送，放送

用機器の貸与，無線ネットワークによる通信，無線呼出し，有線テレビジョン放送，インターネット上の電子商

取引のためのプラットフォームへの接続用回線の提供，電気通信システム及びデータ通信システム経由の電子商

取引用の信号の送信，ブロックチェーンネットワーク又は分散型台帳ネットワークへの接続の提供

第３９類　インターネットその他の通信ネットワークを利用した道路交通情報の提供，オンラインによる旅行に

関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，データ・書類・デジタル写真・音楽・画像

・ビデオ及びコンピューターゲームを記憶させた記録媒体の物理的な保管，貨物のこん包，貨物の積卸し，貨物

の輸送の媒介，企画旅行の実施，寄託を受けた物品の倉庫における保管，航空機による輸送，車両による輸送，

船舶による輸送，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，倉庫の提供，他人の携帯品の一時預かり，駐車場の

提供，通信を利用した道路情報の提供，通信販売業者からの受託による商品の配送，鉄道による輸送，電子デー

タを記憶させた記録媒体又は文書の物理的な保管，電子商取引に関わる配達物の一時保管，道路交通情報の提供

，道路情報の提供，配達物の一時預かり，保管，保管情報の提供，輸送，輸送に関する物流管理，輸送の予約，

輸送情報の提供，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，旅行者の案内，ワ

インの輸送・保管及び配達

第４０類　オフセット印刷，グラビア製版，デジタルカメラにより撮影された映像の現像・焼付け・引き伸ばし

，デジタルカメラ等で取り込んだ画像データをコンピュータで加工しプリントする装置の貸与，デジタル印刷，

デジタル式に保存された画像及び写真の印刷，デジタル写真の合成，デジタル写真の修整及び補整，ネットワー

クを経由して行う印刷，印刷，印刷用機械器具の貸与，映画用フィルムの現像，写真のプリント，写真の引き伸
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ばし，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与，写真の処理，写真の複製，写真

画像からの写真の焼付け，写真製版，写真用フィルムの現像，受託による電気機械器具及び電子応用機械器具の

製造，受託による電気通信機械器具の製造，書籍やその他の書類のデジタルオンデマンド印刷，製版，製本，電

気機械器具及び附属部品の組立加工，電気通信機械器具の組立加工，電子応用機械器具の組立加工

第４１類　ＤＪが出演するクラブイベントの企画又は運営，アナログ写真のデジタル化，オフショア地域（租税

回避地、税制などが優遇される地域）における外国為替の賭け・賭け事・ギャンブルを内容としたオンラインゲ

ームの提供，オフショア地域（租税回避地、税制などが優遇される地域）における外国為替の賭け・賭け事・ギ

ャンブルを内容としたオンラインゲームの提供に関する助言・情報の提供及び指導，おもちゃの貸与，オンライ

ンカジノに関する電子出版物の提供，オンラインゲーム大会の企画・運営又は開催，オンラインによるカジノゲ

ームに関する電子出版物の提供，オンラインによるカジノゲームの提供，オンラインによるカジノゲームの提供

に関する情報の提供，オンラインによるカジノに関する情報の提供，オンラインによるゲームの提供，オンライ

ンによる映像・画像・動画又は映画の提供，オンラインによる音楽又は音声の提供，カジノゲーム施設の提供，

カジノに関する情報の提供，カメラの貸与，ゲームセンターの提供，ゲームに関するイベントの企画・運営又は

開催，ゲーム大会の興行の企画・運営又は開催，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，コンピュータネットワー

クを介したゲーム・音楽の演奏・映画の上映に関する情報の提供，コンピュータネットワークを介したゲーム・

音楽の演奏・映画用映像・音声の提供，コンピュータネットワークを介した教育情報の提供，コンピュータ通信

によるゲームの提供に関する情報の提供，サッカーの興行の企画・運営又は開催，サッカー選手その他のスポー

ツ選手に対する技芸・スポーツ又は知識の教授，ショー・競技会・試合・コンサート及び娯楽イベントの運営並

びに上演，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，スプレッドベッティング・外国為替スプレッドベ

ッティング及び外国為替の賭けを内容としたオンラインゲームの提供，スプレッドベッティング・外国為替スプ

レッドベッティング及び外国為替の賭けを内容としたオンラインゲームの提供に関する助言・情報の提供及び指

導，スプレッドベッティングサービス・外国為替スプレッドベッティング・外国為替の賭け及び賭け事・ギャン

ブル・ゲーミングサービスに関するセミナー・ワークショップ・会議及びシンポジウムの企画・運営又は開催，

スポーツの興行の企画・運営又は開催，スポーツ競技に関する情報の提供（有線及び無線の通信ネットワークを

利用して行う情報の提供を含む。），スポーツ競技の結果に関する情報の提供，スポーツ競技会の開催に関する

情報の提供，スポーツ競技結果又はスポーツチームのランキングに関する情報の提供，スポーツ選手の養成教育

，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報

の提供，セミナーに関する情報の提供，セミナーの企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供，セミナー

の企画・運営又は開催，ダンスイベントの運営及びディスコの提供，ダンスに関するイベント（パーティー）の

企画・運営又は開催，ダンスに関するイベントを内容とする放送番組の制作，テレビジョン受信機の貸与，ナイ

トクラブの提供，ネガフィルムの貸与，ビジネス・健康・その他のセミナーの企画・運営又は開催，ビデオカメ

ラによる撮影，ビデオテープ映画の上映に関する情報の提供，ボクシングの興行の企画・運営又は開催，ポジフ

ィルムの貸与，ミュージックビデオの制作，ライブによる娯楽イベントの制作，ラジオ受信機の貸与，レコード

又は録音済み磁気テープの貸与，異業種交流のためのセミナーの企画・運営又は開催，印刷物（広告物を除く。

）の制作及び編集，運動施設の提供，運動施設の提供又はこれに関する情報の提供，映画・演芸・演劇・音楽若

しくは教育研修のための施設の提供又はこれらに関する情報の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のた

めの施設の提供，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・演劇若しくは音楽の演奏の興

行の企画若しくは運営又はこれらに関する情報の提供，映画イベント・実演による音楽イベント並びに文化及び

スポーツイベントの手配，映画の上映・音楽の演奏に関する情報の提供，映画の上映・制作若しくは配給又はこ

れらに関する情報の提供，映画の上映・制作又は配給，映写フィルムの貸与，映写機及びその附属品の貸与，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，映像機器・音声機器等の機

器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作，英会話の教授に関する情報の提供，演芸の上演，

演劇の演出又は上演，音楽コンサート・ＤＪコンサート・フェスティバル・カーニバル・サーカス・ナイトクラ

ブ・音楽ツアー・ダンスパーティーの形式で行われる実演による娯楽イベントの企画・運営又は開催，音楽コン

サート・フェスティバル・ツアー及び他の音楽並びに文化的パフォーマンス・イベント及び活動の企画・運営・

又は開催，音楽の演奏，音楽の演奏・演劇の上演・演劇の演出又は上演に関する情報の提供，音楽の演奏又はこ

れに関する情報の提供，音響・映画・映像及びテレビ用の記録媒体の制作（広告用のものを除く。），音響用又

は映像用のスタジオの提供，仮想現実空間疑似体験のための娯楽施設の提供，歌劇の上演・音楽の演奏・演芸の

上演に関するデータベース化された情報の提供，画像記録済み媒体の貸与，会議の企画・運営又は開催，学校に

関する情報の提供，楽器の貸与，企業の人材育成の教育に関する情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，
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技芸・スポーツ又は知識の教授又はこれらに関する情報の提供及びそれらの仲介，競艇の企画・運営又は開催，

競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，教育・娯楽・スポーツ及び文化に関するイベントの運

営，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。），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。）に関する情報の提供，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。）又はこれらに関する情報の提供，教育

・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ若しくは記録媒体の制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），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。），興行場のチケット予約可能情報の提供，興行場の座席の手配，娯楽イベントの

ための座席の予約，スポーツイベントの座席の予約，訓練及び教育，献体に関する情報の提供，献体の手配，娯

楽イベントの運営，娯楽の提供，娯楽施設の提供，娯楽施設の提供に関する情報の提供，娯楽情報の提供，光学

機械器具の貸与，硬貨作動式写真機の貸与，写真の撮影，写真画像データの記録媒体への複製，書画の貸与，書

籍の制作，書籍の制作に関する情報の提供，商品先物市況に関する知識の教授，小型自動車競走の企画・運営又

は開催，植物の供覧，図書の貸与，図書及び記録の供覧，図書及び記録の供覧に関する情報の提供，図書及び記

録の供覧又はこれらに関する情報の提供，静止画の電子画像処理，相続及び資産承継に関する知識の教授，相続

及び資産承継に関する電子出版物の提供，相撲の興行の企画・運営又は開催，知識の教授，知識の教授・教育に

関する情報の提供，通信ネットワークを用いて行う図書及び記録の供覧，通信を用いて行うゲームの提供，通訳

，庭園の供覧，電子計算機端末による通信ネットワークを利用するコンピュータ会議の企画・運営又は開催，電

子計算機端末及び通信を用いて行うコンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチ

ケットの予約可能情報の提供，電子出版物の制作，電子出版物の提供，当せん金付証票に関する当せん金の支払

い又は交付，当せん金付証票に関する当せん金の支払い又は交付の代行，当せん金付証票の当せん金の支払い又

は交付に関する相談・助言又は情報の提供，当せん金付証票の発売，当せん金付証票の発売に関する情報の提供

，当せん金付証票の発売の代理・媒介又は取次ぎ，当せん金付証票の発売又はその当せん金の支払い若しくは交

付における本人確認，動画の電子画像処理，動物の供覧，動物の調教，洞窟の供覧，美術品の展示，美術品の展

示又はこれに関する情報の提供，文化のためのイベントの運営，文化講演会の企画・運営又は開催，放送番組の

制作，放送番組の制作における演出，放送番組の制作又はこれに関する情報の提供，放送番組の配給，放送番組

等の制作における演出又はこれらに関する情報の提供，翻訳，野球・その他のスポーツ競技の開催又は競技の結

果の情報の提供，野球の興行の企画・運営又は開催，遊園地用機械器具の貸与，遊戯場機械器具の貸与，遊戯用

具の貸与，録音又は録画済み記録媒体の貸与，録音又は録画済み記録媒体の複製，録画済み磁気テープの貸与，

宝くじの販売及び当選結果に関する情報の提供，当せん金付証票に関する当せん金品の支払い又は交付，当せん

金付証票に関する当せん金品の支払い又は交付の代行，当せん金付証票の当せん金品の支払い又は交付に関する

相談・助言又は情報の提供，当せん金付証票の発売又はその当せん金品の支払い若しくは交付における本人確認

第４２類　ＣＧＩプログラムを格納するためのサーバの記憶領域の貸与，アプリケーションサービスプロバイダ

によるコンピュータソフトウェアの提供，アプリケーションソフトウェアの設計・作成・開発又は保守，アプリ

ケーションソフトウェアの貸与，アプリケーションソフトウェアの提供，インターネットなどの通信ネットワー

クを用いて行う電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供及び助言，インターネットにおいて利用者が

交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与，インターネットにおけるホームペー

ジの作成，インターネットにおけるホームページの作成に関する情報の提供，インターネットにおける検索エン

ジンの提供，インターネットにおける電子会議室用のサーバの記憶領域の貸与，インターネットにおける電子掲

示板用のサーバの記憶領域の貸与，インターネットによる通信手段を利用したコンピュータ用プログラムの提供

，インターネットによる天気予報情報及び気象情報の提供，インターネットの電子メール・ホームページ及びそ

の他の通信ネットワークを用いて行う電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供，イン

ターネットを用いて行うドメイン名検索用の検索エンジンの提供，インターネット及びコンピュータネットワー

クによる電子商取引又は電子通信における電子署名の認証，インターネット及びコンピュータネットワークによ

る認証のための電子証明書の発行及び管理，インターネット及びコンピュータネットワークによる認証のための

電子証明書の発行及び管理・デジタル通信の暗号化・電子商取引又は電子通信における電子署名の認証に関する

指導及び助言，インターネット通信におけるホームページの作成・保守・点検，インターネット等における第三

者に対するオンラインによるユーザーの本人確認・証明の代行，インターネット等の通信ネットワークを利用す

るためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング，インターネット用ウェブペー

ジの編集，ウェブサイトのホスティング，ウェブサイトのホスティング及びこれに関する情報の提供，ウェブサ

イトの運営者及び実在性に関する認証及び当該認証に係る電子証明書の発行，ウェブサイトの運営主体者の認証
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，ウェブサイトの作成と保守（他人のためのもの。），ウェブサイトの作成又は保守，ウェブサイトの設計・開

設及び保守，ウェブサイトの設計・作成又は保守，ウェブサイトの設計・作成又は保守に関するコンサルティン

グ，オンラインアプリケーション及びソフトウェアツールの一時的な使用の提供，オンラインによるアプリケー

ションソフトウェアの提供（ＳａａＳ），オンラインによるダウンロードが不可能なソフトウェアの一時的使用

の提供，オンライン又はオフラインによる情報処理，クラウドコンピューティング，クラウドコンピューティン

グネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウェアの設計・作成又は保守，クラウドコ

ンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの提供又は貸与，

クレジットカード決済手続のためのコンピュータ通信用プログラム及びアプリケーションプログラムの設計・作

成並びに保守，クレジットカード決済手続のためのコンピュータ通信用プログラム及びアプリケーションプログ

ラムの提供及び同プログラムによる情報処理並びに保守，クレジットカード取引に関する情報処理システム（コ

ンピュータ通信ネットワークを用いるものを含む。）用コンピュータプログラムの貸与，コンピュータ・コンピ

ュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアのためのセキュリティ・アクセス・承認・認証・暗号化・同

一性確認システムの分野における開発・設計・試験・分析及びそれらに関する助言，コンピュータウイルスの検

知・防止及び排除のためのデータ分析，コンピュータグラフィックスのデザインの考案，コンピュータグラフィ

ックス用プログラムの設計・作成，コンピュータシステムセキュリティにかかる電子計算機及び家庭用テレビゲ

ームおもちゃ用のプログラムの設計・作成又は保守，コンピュータシステムセキュリティに関する電子計算機用

のプログラムの設計・作成又は保守，コンピュータシステムとネットワークの環境設定，コンピュータシステム

におけるデータのバックアップ処理，コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理並びにこれに関

する情報の提供及び助言，コンピュータシステムに関するコンサルティング，コンピュータシステムの遠隔監視

，コンピュータシステムの遠隔監視並びにこれに関する情報の提供及び助言，コンピュータシステムの開発，コ

ンピュータシステムの設計・開発・作成又は保守並びにこれらに関するコンサルティング，コンピュータシステ

ムの設計に関する助言，コンピュータシステムの設計及び開発，コンピュータシステムの分析，コンピュータシ

ステムの分析及びこれに関する情報の提供，コンピュータシステム及びコンピュータネットワークの統合，コン

ピュータセキュリティに関する指導及び助言，コンピュータソフトウェア・ハードウェア・ネットワークの分野

における操作方法等に関する紹介及び説明，コンピュータソフトウェアのバージョンアップ，コンピュータソフ

トウェアの設計及び開発，コンピュータソフトウェアの提供，コンピュータソフトウェアの保守，コンピュータ

ソフトウェアプラットフォームの提供（ＰａａＳ），コンピュータデータの回復，コンピュータデータベースに

リンクさせるためのホームページの作成，コンピュータデータベースのアクセスタイムの賃貸に関する情報の提

供，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃

貸に関する情報の提供，コンピュータにおけるサーバの記憶領域の貸与，コンピュータによる計算処理・情報処

理，コンピュータによる情報処理に関する情報の提供，コンピュータによる情報処理及びこれに関する助言又は

情報の提供，コンピュータネットワークシステムで使用される機器の設計，コンピュータネットワークシステム

の設計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の環境設定，コンピュータネットワーク

システムの環境設定に関する調査・分析又は助言，コンピュータネットワークシステムの研究に関するコンサル

ティング，コンピュータネットワークシステムの構築，コンピュータネットワークシステムの構築に関する調査

・分析又は助言，コンピュータネットワークシステムの設計，コンピュータネットワークシステムの設計・構築

，コンピュータネットワークシステムの設計・構築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

テムの設計・構築に関する調査・分析又は助言，コンピュータネットワークシステムの設計に関する調査・分析

又は助言，コンピュータネットワークシステムの保守，コンピュータネットワークシステムの保守に関する調査

・分析又は助言，コンピュータネットワークに関するコンサルティング，コンピュータネットワークの設計，コ

ンピュータネットワークの設計・研究に関するコンサルティング，コンピュータネットワーク及びインターネッ

トの安全性の管理，コンピュータのハードウエアの設計・作成又は開発，コンピュータのソフトウエアの設計・

作成・開発又は保守，コンピュータプログラムのアクセスタイムの賃貸，コンピュータプログラムの貸与，コン

ピュータを用いて行うデータの暗号化・暗号の解読又は本人認証に関するコンサルティング，コンピュータを用

いて行うデータの変換，コンピュータを利用した電子データの変換処理，コンピュータ技術に関する助言，コン

ピュータ及びその周辺機器の設計に関するコンサルティング，コンピュータ上でのコンピュータプログラムの動

作・障害の回復に関する助言，コンピュータ通信ネットワークを用いたクレジットカード取引に関する情報処理

，コンピュータ通信ネットワークを用いた資金決済のための情報処理，コンピュータ又は通信ネットワークシス

テムの遠隔監視，サーバーコンピュータのプログラムの環境設定，サーバーコンピュータのプログラムの環境設

定を行うためのコンピュータの貸与，サーバーの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供，サーバコンピュ



(16) 商標公報６２６３５６９

ータにおける記憶装置の記憶領域の貸与，サーバの記憶領域の貸与，セキュア・ソケット・レイヤー（ＳＳＬ）

を利用したコンピュータプログラムの利用者の本人認証，セキュア・ソケット・レイヤー（ＳＳＬ）を利用した

電子計算機用データの暗号化若しくは電子商取引における第三者に対するオンラインによるユーザの本人確認・

証明，セキュア・ソケット・レイヤー（ＳＳＬ）技術を利用するウェブサイトの同一性を証明しサーバーに送ら

れる情報を暗号化するデジタル認証による電子証明書の発行，ソーシャルネットワーキングウェブサイト用コン

ピュータプログラムの提供，その他のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言

・指導，その他のコンピュータプログラムの提供，その他のコンピュータプログラム及びコンピュータシステム

の設計・作成・保守，その他の通信ネットワークシステムにおける情報セキュリティ上の危険性の検査・評価，

その他の通信ネットワークシステムの脆弱性の検査・評価，データベース管理用又は個人のスケジュール管理用

の電子計算機用プログラムの提供，データ入力その他の電子計算機を用いて行う情報処理，デザインの考案（広

告に関するものを除く。），デジタル証明書の発行・証明・管理，デジタル証明書の発行及び管理のためのコン

ピュータプログラムの操作マニュアルの作成，デジタル証明書の発行及び管理をサポートするためのコンピュー

タシステムの開発・統合，ドメイン名の考案，ネットワーク通信におけるホームページの作成に関するコンサル

ティング，ネットワーク通信におけるホームページの設計・作成又は保守，ネットワーク通信を介した電子デー

タのフォーマット変換又はフォーマット変換プログラムの提供，フォーマット変換のためのコンピュータプログ

ラムの提供，ブロックチェーンネットワーク又は分散型台帳ネットワークのためのコンピュータプログラムの設

計・作成又は保守，ブロックチェーンネットワーク又は分散型台帳ネットワークのためのコンピュータプログラ

ムの提供又は貸与，ブロックチェーンネットワーク又は分散型台帳ネットワークのための電子計算機の提供又は

貸与，ブロックチェーン技術を利用するための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ホームページの

作成又は保守，ホームページの作成又は保守に関する情報の提供及びコンサルティング，ホームページ作成の代

行，ホームページ作成用プログラムの貸与，ホームページ作成用プログラムの提供，ホームページ編集用コンピ

ュータプログラムの貸与，ホームページ編集用プログラムを格納するためのサーバの記憶領域の貸与，ホームペ

ージ又はウェブサイトの設計・作成又は保守，ホームページ又はウェブサイトの設計・作成又は保守に関する助

言，メールサーバー用プログラムの保守・点検又は管理，メールサーバに用いるプログラムの保守その他のコン

ピュータプログラムの保守，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，仮想通貨マイニング及びブロック

チェーンの分野におけるコンピュータソフトウェア及びハードウェアの設計及び開発，仮想通貨交換業に係る仮

想通貨のマイニング（採掘）に関するコンピュータプログラムの設計及び解析，家庭用テレビゲームおもちゃ用

プログラムの設計・作成又は保守，科学技術情報の提供，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又

はこれらにより構成される設備の設計，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，機械器具に関する試験又は研究，気象情報の提供，経理関連業務・財務関連業務

に関する電子計算機のプログラムの設計・作成，経理関連業務・財務関連業務に関する電子計算機のプログラム

の提供，計測器の貸与，建築物の設計，建築物の設計に関するコンサルティング，建築又は都市計画に関する研

究，検索エンジンの提供，公開鍵暗号方式で使用される公開鍵の証明・認証・発行及び管理，公開鍵基盤（ＰＫ

Ｉ）によるアプリケーションソフトウェア及びネットワークのインフラストラクチャの安全性の提供，公害の防

止に関する試験又は研究，資金決済のための情報処理システム用コンピュータプログラム（コンピュータ通信ネ

ットワークを用いるものを含む。）の貸与，資金決済又はクレジットカード取引のためのサーバのエリアの貸与

，資金決済又はクレジットカード取引のための情報処理システムに関する調査及び研究，資金決済又はクレジッ

トカード取引のための電子計算機を用いた情報処理システムの設計・作成又は保守，室内装飾のデザインの考案

に関する情報の提供，社会福祉及び生活保障に関する調査並びに研究，商業近代化・商店街の活性化などに対す

る調査・計画・立案及びコンサルティング，商品及びサービスの広告のためのインターネット上の電子記憶領域

のホスティング，情報技術（ＩＴ）に関する助言，情報処理システムの設計・開発及びコンサルティング，測量

，第三者のためのコンピュータサイト（ホームページ）のホスティング，第三者のためのコンピュータサイト（

ホームページ）の開設及び保守，地質の調査，地方自治体の総合計画・産業振興計画・観光開発計画・交通計画

などに対する調査・計画・立案及びコンサルティング，通信ネットワークシステムに関するコンサルティング，

通信ネットワークシステムに関する試験又は研究，通信ネットワークシステムの企画及びこれに関する助言，通

信ネットワークシステムの設計・企画又は保守，通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守及びこれらに

関するコンサルティング，通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守，通信ネットワークにおけるセキュ

リティマネージメントに用いるコンピュータプログラムの提供，通信ネットワークにおけるセキュリティマネー

ジメントに用いるコンピュータプログラム及びコンピュータシステムの設計・作成・保守，通信ネットワークに

おける情報セキュリティ技術の研究開発，通信ネットワークに用いられるコンピュータプログラムの脆弱性の検
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査・評価，電子計算機通信ネットワークの運営者及び利用者の認証及び当該認証に係る電子証明書の発行，通信

ネットワークの運営者の認証及び当該認証に係る電子証明書の発行，通信ネットワークの利用者の認証，通信ネ

ットワークを通じたサーバーの記憶領域の貸与，通信ネットワークを通じてダウンロードされるソフトウェア又

は電子データが改ざんされていないことに関する認証及び当該認証に係る電子証明書の発行，通信ネットワーク

を通じてダウンロードされるソフトウェア又は電子データの配布者に関する認証及び当該認証に係る電子証明書

の発行，通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの貸与，通信ネットワーク用コンピュータ

プログラムの提供，通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合，通信回線を介した電子商取引

の利用者の認証，天気予報の提供，電気に関する試験又は研究，電気通信におけるホームページの設計・作成・

保守・点検，電気通信における広告用ホームページの設計・作成・保守，電気通信機械器具の開発・設計，電子

データセキュリティシステムの設計・開発，電子データの暗号化，電子メール受信者のためのメールサーバの記

憶領域の貸与，電子メール通信におけるサーバ記憶領域の貸与，電子メール通信のためのサーバ記憶領域の貸与

，電子メール用の電子計算機用プログラムの提供，電子仮想通貨の送金及び管理を行うためのアプリケーション

プログラムの提供，電子掲示板・電子会議室又はチャットルーム用のサーバーエリアの貸与，電子計算機（中央

処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺器機を

含む。）の貸与，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク

・磁気テープ・その他の周辺機器を含む。）及び電子計算機プログラムに関するマニュアルの作成，電子計算機

（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機

器を含む。）及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・変更・追加その他の最適化，電子計算機

（電子計算機用プログラム・電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体を含む。）の貸与，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，電子計算機システムに関する助言，電子計算機システムの試験・検査

及び研究，電子計算機システムへのコンピュータプログラムの導入及びこれらに関する指導及び助言，電子計算

機による計算処理，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の設計，電子計算機の設計に関

するコンサルティング，電子計算機の設計に関する技術情報の提供，電子計算機の貸与，電子計算機への電子計

算機用プログラムの導入に関する指導及び助言，電子計算機を用いた情報処理システムの設計・作成又は保守，

電子計算機を用いた情報処理システムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言，電子計算機を用いた情

報処理に関する情報の提供，電子計算機を用いて行う画像情報のデータ変換，電子計算機を用いて行う情報処理

，電子計算機及びコンピュータソフトウェアの貸与，電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視，電子

計算機及び電子計算機用プログラムの設計に関する助言，電子計算機用データの暗号化，電子計算機用データの

暗号化若しくは電子商取引における第三者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明，電子計算機用プ

ログラムの故障診断及びウイルス検査，電子計算機用プログラムの設計・作成・開発又は保守，電子計算機用プ

ログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言及び

情報の提供，電子計算機用プログラムの貸与，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機用プログラムの導入

および導入に関する助言，電子取引又は通信・ウェブドメインオーナーシップの照合・ＳＳＬ認証のダウンロー

ド及びインストールにおける安全・証明のための利用者のデジタル認証，電子署名システム用アプリケーション

プログラムの提供，電子署名の付された電子文書が改ざんされていないことの証明，電子商取引における第三者

に対するオンラインによるユーザーの本人確認・証明，電子商取引における利用者の認証，電子商取引における

利用者を認証するための電子計算機用プログラム（ソフトウェア）の設計・作成又は保守，電子商取引に際して

ユーザーがウェブサイトへのアクセス許可を受けた正規の利用者であることを認証し、その認証データをコンピ

ュータにインストールするための、ユーザーによるアクセス時毎のＩＤ・パスワード入力が省略でき、管理者に

よるアクセスコントロールが容易にできる機能を併せ持った内容からなるオンラインによる登録ユーザーの認証

，電子商取引に用いるコンピュータプログラムの設計・作成又は保守，電子商取引に用いる電子計算機用プログ

ラムの提供，電子商取引のための検索エンジンの提供，電子商取引のための電子計算機端末による通信における

サーバの貸与，電子商取引のための電子証明書の発行及びコンピュータプログラムのインストール，電子商取引

の利用者の認証，電子商取引又は電子計算機を用いた情報処理システムのためのコンピュータプログラムの設計

・作成又は保守並びにこれらに関する助言・指導，電子証明書の発行，土木に関する試験又は研究，特定のユー

ザー向けにカスタマイズしたコンピュータプログラムを搭載する電子計算機の貸与，特定のユーザに対するホー

ムページ作成可能なサーバの貸与，特定のユーザに対するホームページ作成用プログラムの貸与，特定ユーザ向

けホームページ作成用プログラムの提供，認証用・データファイリング用・電子署名用・データ暗号化用・コン

ピュータウイルス排除用の電子計算機のプログラムの提供，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，
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保存された電子メールの電子データの保存用記憶領域の貸与，理化学機械器具の貸与

第４３類　イベント会場の貸与，インターネットによる宿泊の予約の取次ぎ，インターネット又は電子計算機端

末を利用した宿泊施設の提供に関する情報の提供，キャンプ場施設の提供，クラブ・レストラン・パブ・喫茶店

・カフェテリア等での飲食物の提供，コンピュータネットワークによる飲食物の提供に関する情報の提供，ホテ

ルの予約に関するオンラインによる情報の提供，育児相談及び育児に関する情報の提供，飲食物のメニュー・レ

シピ又は食材に関する情報の提供，飲食物のレシピに関する情報の提供，飲食物の提供，会議室・展示施設・イ

ベント会場・集会場又は多目的ホールの貸与に関する情報の提供，会議室の貸与，客室の予約，休憩施設の提供

，高齢者用入所施設の提供（介護を伴うものを除く。），集会場若しくは多目的ホールの貸与，宿泊の予約の取

次ぎ，宿泊施設の人気ランキングに関する情報の提供，宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次

ぎ，宿泊施設の予約の手配，展示施設の貸与，動物の一時預かり，動物の宿泊施設の提供，保育施設の提供，保

育所における乳幼児の保育，保育所に関する情報の提供，保育所の紹介又は取次ぎ，保育所の予約状況に関する

情報の提供，料理の献立情報の提供，料理の提供に関する情報の提供

第４４類　アロマテラピーの提供，あん摩・マッサージ及び指圧，インターネットによる医療に関する情報の提

供，インターネットを用いて行う医療相談及び診断，インターネットを利用した栄養の指導，インターネットを

利用した健康診断，インターネットを利用した歯科医療に関する相談及び診断，インターネットを利用した歯科

医業に関する情報の提供，インターネットを利用した調剤に関する情報の提供，インターネットを利用した美容

・理容に関する情報の提供，インターネットを利用した老人の養護に関する情報の提供，カイロプラクティック

，きゅう，サウナの提供，セラピー，ダイエットの指導，はり，リフレクソロジー，医業に関する情報の提供，

医療情報の提供，栄養に関する情報の提供，栄養の指導，温泉施設の提供，介護，健康・医療に関する情報の提

供，健康管理に関する指導及び助言，健康管理情報の提供，健康診断，歯科医業に関する情報の提供，柔道整復

，身体のリハビリテーション，調剤に関する情報の提供，通信回線を利用した美容又は理容の予約の媒介又は取

次ぎ，動物の飼育，動物の治療，動物の美容，入浴施設の提供，入浴施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，入浴

施設の予約の媒介又は取次ぎ，入浴施設の予約状況に関する情報の提供，美容，美容・理容に関する情報の提供

，美容・理容の媒介又は取次ぎ，美容又は理容の予約の媒介又は取次ぎ，保養所・療養所における治療・介護・

栄養の指導，理容，病院の予約の媒介又は取次ぎ，病院の予約状況に関する情報の提供

第４５類　イベント会場で行われる乳幼児の一時預かり，インターネットによる個人の紹介，インターネットの

電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供，インターネットを利用した占い，インタ

ーネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供，インターネット

上でのウェブサイトを通じた友人探し・紹介・親睦のための情報の提供，インターネット上でのウェブサイトを

利用した友達として交流を希望する者への友達の紹介，インターネット等による地図情報の提供，インターネッ

ト等の通信ネットワークを利用したファッション情報の提供，オンラインによるソーシャルネットワーキングサ

ービスの提供，テレビジョン・ビデオ及びラジオの番組・制作及びフォーマット権に関する権利の利用について

の契約の代理又は媒介，ファッション情報の提供，ベビーシッター，ラジオ番組及びテレビジョン番組に関する

権利の利用についての契約の代理又は媒介，映画・テレビジョン制作及びビデオ制作に関する権利の利用に関す

る契約の代理又は媒介，宴会又は会食のための施設の提供，官庁報告書に関する情報の提供，結婚披露宴・結婚

式・結納の企画・運営又は開催，結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，結婚又は婚礼に関する情報の提供

，個人に関する情報の提供，個人の身元又は行動に関する調査，後見，公的年金に関する情報の提供，婚礼（結

婚披露を含む。）のための施設の提供，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供に関する情報の提供，婚

礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，社会保険に関する手続の代理，書籍の内

容に関する情報の提供，肖像の利用に関する契約の代理若しくは媒介又はこれらに関する相談・助言若しくは情

報の提供，身の上相談，占い，知的財産権に関するコンサルティング，知的財産権に関する技術情報の調査・解

析及び提供，知的財産権に関する助言，知的財産権に関する情報の調査・収集・分析・管理，知的財産権に関す

る情報の提供，知的財産権に関する相談又は助言，知的財産権の移転に関する仲介・斡旋，知的財産権の管理及

び実施権契約の媒介，知的財産権の事業化のための仲介・斡旋，知的財産権の実施許諾及びその媒介，知的財産

権の手続の代理・鑑定・その他の事務に関する情報の提供（有線及び無線の通信ネットワークを利用して行う情

報の提供を含む。），知的財産権の調査及び管理，知的財産権の売買・ライセンス契約の仲介及び斡旋，知的財

産権の利用許諾に関する仲介・斡旋，知的財産権売買の仲介・斡旋，地図情報の提供，著作権・商標権・肖像権

・パブリシティ権又は商品化権に関する助言・コンサルティング又は情報の提供，著作権・商標権・肖像権・パ

ブリシティ権又は商品化権の管理，著作権・商標権・肖像権・パブリシティ権又は商品化権の利用に関する契約

の代理若しくは媒介又はこれらに関する相談・助言若しくは情報の提供，著作権・特許権・商標権・意匠権等の
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知的財産権に基づく商品化に関する相談又は助言，著作権・特許権・商標権・意匠権等の知的財産権の譲渡及び

使用許諾に関する契約の代理又は媒介，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，通信媒体を利用した知的財

産権に関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行う身の上相談，特許・実用新案権・意匠権・商

標権・著作権等の知的財産権又はノウハウについての実施許諾の仲介に関する情報の提供，内外国の知的財産権

に関する情報の提供，内外国の知的財産権に関する調査及び研究，乳幼児の保育（施設において提供されるもの

を除く。），相続手続に関する情報の提供及びコンサルティング，知的財産権の管理の代行，著作権・特許権・

商標権・意匠権等の知的財産権に基づく商品化権に関する助言，特許・実用新案権・意匠権・商標権・著作権等

の知的財産権又はノウハウについての実施許諾に関する助言

【国際分類第１１版】

（２１０）【出願番号】商願２０１８－１６４５３７（Ｔ２０１８－１６４５３７）

（２２０）【出願日】平成３０年１２月２８日（２０１８．１２．２８）

（７３２）【商標権者】

【識別番号】３９７０５２１８１

【氏名又は名称】ＧＭＯインターネット株式会社

【住所又は居所】東京都渋谷区桜丘町２６番１号

（７４０）【代理人】

【識別番号】１１００００８７７

【氏名又は名称】龍華国際特許業務法人

【法区分】平成２３年改正

【審査官】守屋　友宏

（５６１）【称呼（参考情報）】ジイエムオオ

【検索用文字商標（参考情報）】ＧＭＯ

【類似群コード（参考情報）】

第９類　０７Ｅ０１、０９Ａ０６、０９Ａ４５、０９Ｄ０１、０９Ｅ２６、０９Ｇ０１、０９Ｇ０２、０９Ｇ０

４、０９Ｇ０５、０９Ｇ０６、０９Ｇ０７、０９Ｇ５１、０９Ｇ５３、０９Ｇ６４、０９Ｇ６５、１０Ａ０１、

１０Ｂ０１、１０Ｃ０１、１１Ａ０１、１１Ａ０３、１１Ａ０４、１１Ａ０５、１１Ａ０６、１１Ｂ０１、１１

Ｃ０１、１１Ｃ０２、１１Ｄ０１、１２Ａ０１、１２Ａ０３、１２Ａ０５、１７Ａ０５、１７Ａ０６、１７Ａ０

８、２３Ｂ０１、２４Ａ０１、２４Ｃ０４、２４Ｅ０２、２５Ｂ０１、２６Ａ０１、２６Ｄ０１

第１１類　１１Ａ０２

第１２類　１２Ａ０３

第１６類　１９Ｂ２２、１９Ｂ３８、２５Ｂ０１、２６Ａ０１

第２４類　１７Ｂ０１、１９Ｂ２２

第２５類　１７Ａ０１、１７Ａ０２、１７Ａ０３、１７Ａ０４、１７Ａ０７、２１Ａ０１、２２Ａ０１、２２Ａ

０３、２４Ａ０３、２４Ｃ０１、２４Ｃ０２、２４Ｃ０４

第２８類　０９Ｇ５３、１９Ｂ３３、２４Ａ０１、２４Ｂ０１、２４Ｂ０２、２４Ｃ０１、２４Ｃ０３、２４Ｃ

０４、２４Ｄ０１

第３２類　２８Ａ０２、２９Ｃ０１、３１Ｄ０１

第３５類　０１Ａ０１、０１Ａ０２、０１Ｂ０１、０１Ｂ０２、０１Ｃ０１、０１Ｃ０２、０１Ｃ０３、０１Ｃ

０４、０２Ａ０１、０３Ａ０１、０３Ｂ０１、０３Ｂ０２、０３Ｃ０１、０３Ｄ０１、０３Ｅ０１、０３Ｆ０１

、０４Ａ０１、０４Ｂ０１、０４Ｃ０１、０４Ｄ０１、０４Ｄ０２、０５Ａ０１、０５Ａ０２、０５Ｂ０１、０

５Ｃ０１、０５Ｄ０１、０６Ａ０１、０６Ａ０２、０６Ｂ０１、０７Ａ０１、０７Ａ０２、０７Ａ０３、０７Ａ

０４、０７Ａ０５、０７Ａ０６、０７Ａ０７、０７Ａ０９、０７Ｂ０１、０７Ｃ０１、０７Ｄ０１、０７Ｅ０１

、０９Ａ１３、０９Ａ４１、０９Ａ４２、０９Ａ４３、０９Ａ４４、０９Ａ４５、０９Ａ４６、０９Ａ４７、０

９Ａ４８、０９Ａ６５、０９Ｄ０１、０９Ｅ２５、０９Ｅ２８、０９Ｅ２９、０９Ｇ０１、０９Ｇ０２、０９Ｇ

０４、０９Ｇ０５、０９Ｇ０７、０９Ｇ４９、０９Ｇ５２、０９Ｇ５３、０９Ｇ５４、１０Ｂ０１、１０Ｃ０１

、１０Ｄ０１、１０Ｄ０２、１０Ｅ０１、１１Ａ０１、１１Ａ０２、１１Ａ０３、１１Ａ０４、１１Ａ０５、１

１Ａ０６、１１Ａ０７、１１Ａ０８、１１Ｂ０１、１１Ｃ０１、１１Ｃ０２、１１Ｄ０１、１２Ａ０１、１２Ａ

０５、１２Ａ０６、１２Ａ７１、１２Ａ７２、１２Ａ７４、１２Ａ７５、１３Ａ０１、１３Ａ０２、１３Ａ０３

、１３Ｂ０１、１３Ｂ０２、１３Ｂ０３、１３Ｂ０４、１３Ｃ０１、１３Ｃ０２、１５Ａ０１、１５Ａ０３、１

６Ａ０１、１６Ａ０２、１６Ｂ０１、１６Ｃ０１、１６Ｃ０２、１６Ｃ０３、１７Ａ０１、１７Ａ０２、１７Ａ



(20) 商標公報６２６３５６９

０３、１７Ａ０４、１７Ａ０５、１７Ａ０６、１７Ａ０７、１７Ａ０８、１７Ａ０９、１７Ａ１０、１７Ｂ０１

、１７Ｃ０１、１８Ａ０１、１８Ａ０２、１８Ｂ０１、１８Ｂ０２、１８Ｃ０４、１８Ｃ０９、１８Ｃ１２、１

８Ｃ１３、１９Ａ０１、１９Ａ０２、１９Ａ０３、１９Ａ０４、１９Ａ０５、１９Ａ０６、１９Ａ０７、１９Ｂ

０３、１９Ｂ０４、１９Ｂ２１、１９Ｂ２２、１９Ｂ２３、１９Ｂ２４、１９Ｂ２５、１９Ｂ２６、１９Ｂ２７

、１９Ｂ２８、１９Ｂ２９、１９Ｂ３０、１９Ｂ３２、１９Ｂ３３、１９Ｂ３４、１９Ｂ３５、１９Ｂ３７、１

９Ｂ３８、１９Ｂ３９、１９Ｂ４２、１９Ｂ４３、１９Ｂ４４、１９Ｂ４５、１９Ｂ４６、１９Ｂ４９、１９Ｂ

５０、１９Ｂ５１、１９Ｂ５３、１９Ｂ５４、１９Ｂ５５、１９Ｂ５６、１９Ｂ５７、１９Ｂ９９、２０Ａ０１

、２０Ａ０２、２０Ｂ０１、２０Ｃ０１、２０Ｃ０２、２０Ｃ０４、２０Ｄ０２、２０Ｄ０４、２０Ｄ０５、２

０Ｄ０８、２０Ｅ０１、２０Ｆ０１、２１Ａ０１、２１Ａ０２、２１Ａ０３、２１Ｂ０１、２１Ｃ０１、２１Ｄ

０１、２１Ｅ０１、２１Ｆ０１、２２Ａ０１、２２Ａ０３、２２Ｂ０１、２２Ｃ０１、２３Ａ０１、２３Ｂ０１

、２４Ａ０１、２４Ａ０２、２４Ａ０３、２４Ｂ０１、２４Ｂ０２、２４Ｃ０１、２４Ｃ０２、２４Ｃ０３、２

４Ｃ０４、２４Ｄ０１、２４Ｅ０１、２４Ｅ０２、２５Ａ０１、２５Ｂ０１、２５Ｂ０２、２６Ａ０１、２６Ｂ

０１、２６Ｃ０１、２６Ｄ０１、２７Ａ０１、２７Ｂ０１、２７Ｃ０１、２８Ａ０１、２８Ａ０２、２８Ａ０３

、２８Ａ０４、２９Ａ０１、２９Ｂ０１、２９Ｃ０１、２９Ｄ０１、３０Ａ０１、３１Ａ０１、３１Ａ０２、３

１Ａ０３、３１Ａ０４、３１Ａ０５、３１Ａ０６、３１Ｂ０１、３１Ｃ０１、３１Ｄ０１、３２Ａ０１、３２Ｂ

０１、３２Ｃ０１、３２Ｃ０２、３２Ｄ０１、３２Ｄ０２、３２Ｄ０３、３２Ｄ０４、３２Ｅ０１、３２Ｆ０１

、３２Ｆ０２、３２Ｆ０３、３２Ｆ０４、３２Ｆ０５、３２Ｆ０６、３２Ｆ０７、３２Ｆ０８、３２Ｆ０９、３

２Ｆ１０、３２Ｆ１１、３２Ｆ１２、３２Ｆ１３、３２Ｆ１４、３２Ｆ１５、３２Ｆ１６、３２Ｆ１７、３３Ａ

０１、３３Ａ０３、３３Ｂ０１、３３Ｃ０１、３３Ｄ０１、３４Ａ０１、３４Ｃ０１、３４Ｃ０２、３４Ｅ０５

、３５Ａ０１、３５Ａ０２、３５Ｂ０１、３５Ｃ０１、３５Ｄ０１、３５Ｅ０１、３５Ｆ０１、３５Ｆ０２、３

５Ｇ０１、３５Ｇ０２、３５Ｇ０３、３５Ｇ０４、３５Ｈ０１、３５Ｊ０１、３５Ｊ０２、３５Ｋ０２、３５Ｋ

０３、３５Ｋ０４、３５Ｋ０５、３５Ｋ０６、３５Ｋ０７、３５Ｋ０８、３５Ｋ０９、３５Ｋ１０、３５Ｋ１１

、３５Ｋ１２、３５Ｋ１３、３５Ｋ１４、３５Ｋ１５、３５Ｋ１６、３５Ｋ１７、３５Ｋ１８、３５Ｋ１９、３

５Ｋ２０、３５Ｋ９９、３８Ｚ９９、４２Ｇ０２、４２Ｇ０４、４２Ｐ０１、４２Ｐ０２、４２Ｘ０７

第３６類　３６Ａ０１、３６Ａ０２、３６Ａ０３、３６Ｂ０１、３６Ｂ０２、３６Ｃ０１、３６Ｄ０１、３６Ｆ

０１、３６Ｆ０２、３６Ｈ０１、３６Ｊ０１、３６Ｋ０１、３６Ｍ０１、３６Ｚ９９

第３７類　３７Ａ０１、３７Ａ０２、３７Ｄ０５、３７Ｄ０６、３７Ｄ０７、３７Ｄ０９、３７Ｄ１０、３７Ｄ

１１、３７Ｄ１２、３７Ｄ４９、３７Ｅ１３

第３８類　３８Ａ０１、３８Ｂ０１、３８Ｃ０１、３８Ｄ０１

第３９類　３９Ａ０１、３９Ｂ０１、３９Ｂ０２、３９Ｃ０１、３９Ｄ０１、３９Ｅ０１、３９Ｅ０２、３９Ｅ

０３、３９Ｆ０１、３９Ｈ０１、３９Ｈ０２、３９Ｋ０１、３９Ｋ０２、３９Ｚ９９、４２Ａ０２

第４０類　４０Ｄ０１、４０Ｅ０１、４０Ｈ０２、４０Ｈ９９、４０Ｊ０２、４２Ｆ０１、４２Ｘ１８

第４１類　３６Ｇ０１、４０Ｄ０１、４１Ａ０１、４１Ａ０２、４１Ａ０３、４１Ｂ０１、４１Ｃ０１、４１Ｃ

０２、４１Ｃ０３、４１Ｃ０４、４１Ｄ０１、４１Ｅ０１、４１Ｅ０２、４１Ｅ０３、４１Ｅ０４、４１Ｅ０５

、４１Ｅ０６、４１Ｅ０７、４１Ｆ０１、４１Ｆ０６、４１Ｇ０１、４１Ｇ０２、４１Ｇ０３、４１Ｇ０４、４

１Ｈ０１、４１Ｊ０１、４１Ｋ０１、４１Ｋ０２、４１Ｌ０１、４１Ｍ０１、４１Ｍ０２、４１Ｍ０３、４１Ｍ

０４、４１Ｍ０６、４１Ｍ０７、４１Ｍ０８、４１Ｍ０９、４１Ｚ９９、４２Ｅ０１、４２Ｓ０１、４２Ｘ１５

、４２Ｚ９９

第４２類　４２Ｇ０１、４２Ｎ０１、４２Ｎ０２、４２Ｎ０３、４２Ｐ０１、４２Ｐ０２、４２Ｐ０３、４２Ｑ

０１、４２Ｑ０２、４２Ｑ０３、４２Ｑ９９、４２Ｘ０４、４２Ｘ１１、４２Ｘ１４、４２Ｚ９９

第４３類　４２Ａ０１、４２Ａ０２、４２Ｂ０１、４２Ｖ０４、４２Ｗ０１、４２Ｗ０２、４２Ｘ１０

第４４類　４２Ｃ０１、４２Ｄ０１、４２Ｖ０１、４２Ｖ０２、４２Ｖ０３、４２Ｖ０４、４２Ｗ０２

第４５類　４２Ｇ０３、４２Ｇ９９、４２Ｈ０１、４２Ｈ０２、４２Ｑ９９、４２Ｒ０１、４２Ｒ０２、４２Ｒ

０３、４２Ｕ０１、４２Ｕ０２、４２Ｗ０１、４２Ｗ０５

（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】２９．１．４．１；２９．１．１１


