
【公報種別】商標公報の訂正
【発行日】平成３０年９月１８日（２０１８．９．１８）
【登録番号】商標登録第６０３６７２６号（Ｔ６０３６７２６）
【掲載公報発行日】平成３０年５月２２日（２０１８．５．２２）
【年通号数】３０（２０１８）－０１９
【区分】９、１６、３５、４１
【出願番号】商願２０１７－９６９７８（Ｔ２０１７－９６９７８）
【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３５類に誤りがあったので以下のとおり
訂正する。

（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成３０年５月２２日（２０１８．５．２２）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第６０３６７２６号（Ｔ６０３６７２６）
（１５１）【登録日】平成３０年４月２０日（２０１８．４．２０）
（５４１）【登録商標（標準文字）】

（５００）【商品及び役務の区分の数】４
（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  硬貨投入式写真シール自動作成機，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，
業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体，
その他の業務用テレビゲーム機用プログラム，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，携帯電話用ストラ
ップ，その他の電気通信機械器具，腕時計型携帯情報端末，スマートフォン，ダウンロード可能な電子計算機用
ゲームプログラム，電子計算機用ゲームプログラム，電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体，ダ
ウンロード可能な携帯電話用ゲームプログラム，携帯電話用ゲームプログラム，携帯電話用ゲームプログラムを
記憶させた記録媒体，電子応用機械器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用Ｘ線機械
器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測
深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。），電子管，半
導体素子，電子回路（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），電子計算機用プログラム
，ガイガー計数器，高周波ミシン，サイクロトロン，産業用Ｘ線機械器具，産業用ベータートロン，磁気探鉱機
，磁気探知機，地震探鉱機械器具，水中聴音機械器具，超音波応用測深器，超音波応用探傷器，超音波応用探知
機，電子応用扉自動開閉装置，電子顕微鏡，その他の電子応用機械器具及びその部品，携帯端末装置，未記録の
記録媒体，ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用ゲームプログラム，家庭用テレビゲーム機用ゲームプロ
グラム，家庭用テレビゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体，その他の家庭用テレビゲーム機用プ



ログラム，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲーム機用ゲームプログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用ゲーム
プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体，その他の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，ダウンロード可能な携帯ゲーム機用ゲームプログ
ラム，携帯ゲーム機用ゲームプログラム，携帯ゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体，その他の携
帯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，メトロノーム，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，電気又は電子楽器用フェイザー，レコード，その他の録音済み記
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音声ファイル，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，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる映像ファイル，録画済みビデ
オディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ及びその他の記録媒体，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，雑誌・新聞・定期刊行物・ムック・ゲームの攻略本・双書・漫画本・書籍・絵は
がき・楽譜・歌集・カタログ・時刻表・地図・辞書・ニューズレター又はパンフレットを内容とする電子出版物
，音声・音楽・音響・映像・振動等のエフェクトを伴う電子出版物，電子メールでダウンロード可能な新商品に
関する情報・映画に関する情報・娯楽に関する情報・飲食店に関する情報・結婚式場に関する情報及びその他の
各種情報を内容とする電子メールマガジン，ダウンロード可能な電子出版物，その他の電子出版物，ダウンロー
ド可能な音楽又は音声，ダウンロード可能な映像又は画像，ダウンロード可能な出版物の内容を朗読した音声及
び文字情報，装飾用磁石，電子画像解析装置，記録済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ及びその他の記録媒体，眼鏡，マ
ウスパッド，ＳＩＭカード，電子ゲーム用プログラム，遊戯用器具用のプログラムを記憶させた記憶媒体
  第１６類  事務用又は家庭用ののり及び接着剤，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，事務用品（家具を除く。），鉛筆削り（電気式又は非電
気式），紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，文房具類，建築模型，雑誌，新聞，定期刊行物，ムック，
ゲームの攻略本，双書，漫画本，書籍，絵はがき，楽譜，歌集，カタログ，カレンダー，時刻表，地図，辞書，
日記帳，ニューズレター，パンフレット，トレーディングカード，出版物，その他の印刷物，書画，写真，写真
立て，ポートレート，デスクマット，クリアファイル，ポスター，トレーディングカードの収納用スリーブ，ト
レーディングカードの部品又は付属品
  第３５類  雑誌又はムックによる広告，新聞による広告，フリーペーパーによる広告，インターネットによる
広告，電子メールによる広告，雑誌・ムック・新聞又はフリーペーパーに同封される付録形式の広告冊子の制作
，雑誌・ムック・新聞又はフリーペーパーにおける広告記事の制作，商品の販売促進活動又は役務の提供の促進
活動のための広告媒体の制作，その他の広告業，広告業に関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，
トレーディングスタンプの発行に関する情報の提供，通信ネットワーク上でのアンケート調査，通信ネットワー
ク上でのアンケート調査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
助言に関する情報の提供，経営の管理，経営の管理に関する情報の提供，市場調査又は分析，市場調査又は分析
に関する情報の提供，録音又は録画済み記録媒体の販売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関する情報
の提供，事業の運営及び管理，事業の運営及び管理に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，ホテルの事業の
管理に関する情報の提供，商品の通信販売の取次ぎ，商品の通信販売の取次ぎに関する情報の提供，商品の販売
促進活動又は役務の提供の促進活動のための企画・運営又は実行の代理，商品の販売促進活動又は役務の提供の
促進活動のための企画・運営又は実行の代理に関する情報の提供，職業の適性検査の実施，職業の適性検査の実
施に関する情報の提供，財務書類の作成，財務書類の作成に関する情報の提供，タレント及びモデルのあっせん
，その他の職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，通信を用いて行う競売の運営，その他の競売
の運営，競売の運営に関する情報の提供，一般事務処理の代行，一般事務処理の代行に関する情報の提供，文書
又は磁気テープのファイリング，文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供，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・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に関する情報の提供，新商品に関する情報・映画に関する情報・娯楽に関する情
報・飲食店に関する情報・結婚式場に関する情報及びその他の各種情報の検索代行及び検索結果に関する情報の
提供，電子計算機による情報検索事務の代行，電子計算機による情報検索事務の代行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構築及び情報編集，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集に関す
る情報の提供，電話の取次ぎの代行，電話の取次ぎの代行に関する情報の提供，建築物における来訪者の受付及
び案内，建築物における来訪者の受付及び案内に関する情報の提供，広告用具の貸与，広告用具の貸与に関する
情報の提供，求人情報の提供，求職情報の提供，就職及び転職の相談，就職及び転職の相談に関する情報の提供
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，インターネット上のウェブサイト・ウェブログを通じて行う政治・経済・環境・文化・人権・国際情勢・科学
技術・ビジネス・スポーツ・芸能・その他の時事問題に関する記事情報の提供，インターネット上のウェブサイ
ト・ウェブログを通じて行う娯楽・趣味・地域情報・暮らしに関する記事情報の提供，新聞・雑誌に掲載された
記事に関する情報の提供，その他の新聞記事情報の提供，電話・移動体電話・ファクシミリ・電子計算機端末に
よる通信への加入契約の取次ぎ及び代理，電話・移動体電話・ファクシミリ・電子計算機端末による通信への加
入契約の取次ぎ及び代理に関する情報の提供，通信ネットワーク上での広告スペースの提供，その他の広告スペ
ースの提供，通信ネットワーク上での広告スペースの提供に関する情報の提供，その他の広告スペースの提供に
関する情報の提供，商品の販売促進及び役務の提供の促進のためのクーポン券の発行，商品の販売促進及び役務
の提供の促進のためのクーポン券の発行に関する情報の提供，ポイントカードの発行・管理及び清算，ポイント
カードの発行・管理及び清算に関する情報の提供，新聞・雑誌に掲載された広告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，通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行，通信販売の注文・受付
・発注に関する事務処理代行に関する情報の提供，通信ネットワークによるオーダーメード書籍・その他の書籍
及び書籍の内容を記憶したＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体の受注・発注に関する事務の代理又は代行，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，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，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，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，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，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，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，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，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，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，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，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，
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，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，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，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，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，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，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，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，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，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，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，楽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，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，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，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，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，愛玩動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，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・洗濯用柔軟剤及び洗濯用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，事務用又は家庭用ののり及び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，靴クリーム及び靴墨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，植物性天然香料・動物
性天然香料・合成香料・調合香料及び精油からなる食品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，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，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，携帯用防犯ブザー・火災報知機・ガス漏れ警報器及び盗難警報
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，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，乳母車・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車及び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，金属製包装用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，ガラス製包装用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
，木製包装用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，紙製包装用容器の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，布製包装用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，竹製包装用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，わ
ら製包装用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，ゴム製包装用容器の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製包装用容器の小売又は卸売の業務におい
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て行われる顧客に対する便益の提供，陶磁製包装用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，皮革製包装用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，アイロン（電気
式のものを除く。）・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・針刺し及び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，湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン及び洗い場用マッ
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，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，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，ろうそく消し及び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，
犬用鎖・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・観賞魚用水槽及びその附属品・小鳥かご・小鳥用水盤並びに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，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，寝室用簡易便器・トイレットペーパーホルダー及び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，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，お守り及び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，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，ペットボトルカバ
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，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，金属製小物入れ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，石製小物入れ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，木製小物入
れ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，竹製小物入れ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，プラスチック製小物入れ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，ろう製小物入れ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，ガラス製小
物入れ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，陶磁製小物入れ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，紙製小物入れ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，土製小物入れ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・織物製いすカバー・カーテン・テーブル掛け・どん帳・敷物・壁掛
け及び暖簾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，燃焼式ストーブ類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，金属製置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，石製置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，木製置物の小売又
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，竹製置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，プラスチック製置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，ろ
う製置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，ガラス製置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，陶磁製置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，紙製置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，土製置物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，記念カップ・記念たて及び記念メダ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，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，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，
釣り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，レコードその他の録音済み記録媒体の
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，ダウンロード可能な音楽又は音声の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，メトロノーム及び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，写真及び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，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，録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・Ｄ
ＶＤ及びその他の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，ダウンロード可能
な映像又は画像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，雑誌・新聞・定期刊行物・ム
ック・ゲームの攻略本・双書・漫画本・書籍・絵はがき・楽譜・歌集・カタログ・時刻表・地図・辞書・ニュー
ズレター又はパンフレットを内容とする電子出版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，音声・音楽・音響・映像・振動等のエフェクトを伴う電子出版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，電子メールでダウンロード可能な新商品に関する情報・映画に関する情報・娯楽に関
する情報・飲食店に関する情報・結婚式場に関する情報及びその他の各種情報を内容とする電子メールマガジン
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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，ダウンロード可能な電子出版物の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，その他の電子出版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，ダウンロード可能な出版物の内容を朗読した音声及び文字情報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，記録済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ及びその他の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，ポー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，身飾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，衣服用バッジの小売
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，せんす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，まくら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，携帯電話用スト
ラッ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，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，自動車用ナンバープレート用ボル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，あぶらとり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
，アイピロ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，トレーディングカードの小売又
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，ライタ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，複製画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，タペストリーの
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，布製ティッシュペーパーケースカバーの小売又
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，レジャー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，ＳＩＭカ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，衣
料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う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，消費者に対して行う小売店又は卸売店に関する情報の提供，消費者に対して行うバーゲン情報
の提供，消費者に対して行う販売を目的とした発売された商品又は発売予定の商品の紹介，消費者に対して行う
商品の購入に関する助言又はそれに関する情報の提供
  第４１類  通信を用いて行うゲームの提供，通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供，通信を用い
て行う音楽又は音声の提供，通信を用いて行う音楽又は音声の提供に関する情報の提供，通信を用いて行う映像
又は画像の提供，通信を用いて行う映像又は画像の提供に関する情報の提供，通信を用いて行う映画の提供，通
信を用いて行う映画の提供に関する情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教
授に関する情報の提供，資格試験の実施及び資格の認定，資格試験の実施及び資格の認定に関する情報の提供，
セミナーの企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供，動物の調教，動物の調教
に関する情報の提供，植物の供覧，植物の供覧に関する情報の提供，動物園・図書館・美術館又は博物館に関す
る情報の提供，動物の供覧，動物の供覧に関する情報の提供，電子出版物の提供，電子出版物の提供に関する情
報の提供，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，図書の貸与，図書の貸与に関する情
報の提供，美術品の展示，美術品の展示に関する情報の提供，庭園の供覧，庭園の供覧に関する情報の提供，洞
窟の供覧，洞窟の供覧に関する情報の提供，名所・旧跡の供覧に関する情報の提供，雑誌・ムック・書籍及びそ
の他の出版物の企画・編集及び制作，雑誌・ムック・書籍及びその他の出版物の企画・編集及び制作に関する情
報の提供，無料で配布される印刷物の企画・編集及び制作，無料で配布される印刷物の企画・編集及び制作に関
する情報の提供，電子出版物の企画・編集及び制作，電子出版物の企画・編集及び制作に関する情報の提供，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・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営
に関する情報の提供，映画の上映・制作又は配給，映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供，演芸の上演
，演芸の上演に関する情報の提供，演劇の演出又は上演，演劇の演出又は上演に関する情報の提供，音楽の演奏
，音楽の演奏に関する情報の提供，放送番組の制作，放送番組の制作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。），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，放送番組の制作における演出，放送番組
の制作における演出に関する情報の提供，放送番組・映画又は演劇等の制作における音響機器又は映像機器を用
いた演出，放送番組・映画又は演劇等の制作における音響機器又は映像機器を用いた演出に関する情報の提供，
音響・音楽及びビデオ映像の記録物の制作，音響・音楽及びビデオ映像の記録物の制作に関する情報の提供，音
響・音楽の制作，音響・音楽の制作に関する情報の提供，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組・映画
又は演劇等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・映画又は演
劇等の制作のために使用されるものの操作に関する情報の提供，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，ゴルフの
興行の企画・運営・開催又は競技結果に関する情報の提供，相撲の興行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企
画・運営・開催又は競技結果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，ボクシングの興行
の企画・運営・開催又は競技結果に関する情報の提供，野球の興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・
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運営・開催又は競技結果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，サッカーの興行の企画・
運営・開催又は競技結果に関する情報の提供，その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催，その他のスポー
ツの興行の企画・運営・開催又は競技結果に関する情報の提供，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。）に関する情報の提供，小説・漫画・映画その他の映像作品・ゲーム・キャラクタ
ー又はその他の著作物に関するイベント又はコンテストの企画・運営又は開催，その他の教育・文化・娯楽又は
スポーツに関するイベント又はコンテストの企画・運営又は開催，小説・漫画・映画その他の映像作品・ゲーム
・キャラクター又はその他の著作物に関するイベント又はコンテストの企画・運営・開催又はその結果に関する
情報の提供，その他の教育・文化・娯楽又はスポーツに関するイベント又はコンテストの企画・運営・開催又は
その結果に関する情報の提供，小説・漫画・映画その他の映像作品・ゲーム・キャラクター又はその他の著作物
に関する賞の企画・運営又は開催，その他の教育・文化・娯楽又はスポーツに関する賞の企画・運営又は開催，
小説・漫画・映画その他の映像作品・ゲーム・キャラクター又はその他の著作物に関する賞の企画・運営・開催
又はその結果に関する情報の提供，その他の教育・文化・娯楽又はスポーツに関する賞の企画・運営・開催又は
その結果に関する情報の提供，競馬の企画・運営又は開催，競馬の企画・運営・開催又は競技結果に関する情報
の提供，競輪の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営・開催又は競技結果に関する情報の提供，競艇の企画・
運営又は開催，競艇の企画・運営・開催又は競技結果に関する情報の提供，小型自動車競走の企画・運営又は開
催，小型自動車競走の企画・運営・開催又は競技結果に関する情報の提供，音響用又は映像用のスタジオの提供
，音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供，運動施設の提供，運動施設の提供に関する情報の提
供，娯楽施設の提供，娯楽施設の提供に関する情報の提供，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・音楽又は教育研修のための施設の提供に関する情報の提供，興行場の座席の手配，
興行場の座席の手配に関する情報の提供，興行場の座席の予約に関する情報の提供，興行のチケットの販売の代
行，興行のチケットの販売の代行に関する情報の提供，興行のチケットの手配又は予約の取次ぎ，興行のチケッ
トの手配又は予約の取次ぎに関する情報の提供，興行のチケットの予約状況に関する情報の提供，映画機械器具
の貸与，映画機械器具の貸与に関する情報の提供，映写フィルムの貸与，映写フィルムの貸与に関する情報の提
供，楽器の貸与，楽器の貸与に関する情報の提供，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，レコード又は録音
済み磁気テープの貸与に関する情報の提供，録音済み記録媒体の貸与，録音済み記録媒体の貸与に関する情報の
提供，録画済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供，録画済み記録媒体の貸与，
録画済み記録媒体の貸与に関する情報の提供，ネガフィルムの貸与，ネガフィルムの貸与に関する情報の提供，
ポジフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与に関する情報の提供，写真及びビデオの撮影，写真及びビデオの撮影
に関する情報の提供，娯楽の提供，娯楽の提供に関する情報の提供，アナログ写真のデジタル化，アナログ写真
のデジタル化に関する情報の提供，電子計算機によるデジタル画像処理，電子計算機によるデジタル画像処理に
関する情報の提供，写真による報道，写真による報道に関する情報の提供，賞の企画・運営又は開催，賞の企画
・運営・開催又はその結果に関する情報の提供，トークショーの企画・運営又は開催，トークショーの企画・運
営・開催又はその結果に関する情報の提供，ファッションに関するイベント又はコンテストの企画・運営又は開
催，ファッションに関するイベント又はコンテストの企画・運営・開催又はその結果に関する情報の提供，料理
又は食に関するイベント又はコンテストの企画・運営又は開催，料理又は食に関するイベント又はコンテストの
企画・運営・開催又はその結果に関する情報の提供，実演家・作詞家・作曲家その他のアーティスト・タレント
その他の芸能人に関するイベント又はコンテストの企画・運営又は開催，実演家・作詞家・作曲家その他のアー
ティスト・タレントその他の芸能人に関するイベント又はコンテストの企画・運営・開催又はその結果に関する
情報の提供，美人コンテストの企画・運営又は開催，美人コンテストの企画・運営・開催又はその結果に関する
情報の提供，美容・理容又は化粧に関するイベント又はコンテストの企画・運営又は開催，美容・理容又は化粧
に関するイベント又はコンテストの企画・運営・開催又はその結果に関する情報の提供，観光又は旅行に関する
イベント又はコンテストの企画・運営又は開催，観光又は旅行に関するイベント又はコンテストの企画・運営・
開催又はその結果に関する情報の提供，写真の撮影会の企画・運営又は開催，写真の撮影会の企画・運営・開催
又はその結果に関する情報の提供，通信を用いて行う電子出版物の貸与，通信を用いて行う電子出版物の貸与に
関する情報の提供，放送番組・映画又は演劇等の制作のために使用される舞台背景・建具等の大道具又は調度品
・身辺装飾用品等の小道具の貸与，放送番組・映画又は演劇等の制作のために使用される舞台背景・建具等の大
道具又は調度品・身辺装飾用品等の小道具の貸与に関する情報の提供，デジタル画像又はデジタル映像の修正・
補正・合成・複製又は編集，デジタル画像又はデジタル映像の修正・補正・合成・複製又は編集に関する情報の
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提供，映画用フィルムの修正・補正・合成・複製又は編集，映画用フィルムの修正・補正・合成・複製又は編集
に関する情報の提供，雑誌・新聞・定期刊行物・ムック・ゲームの攻略本・双書・漫画本・書籍・絵はがき・楽
譜・歌集・カタログ・時刻表・地図・辞書・ニューズレター又はパンフレットを内容とする電子出版物の提供，
音声・音楽・音響・映像・振動等のエフェクトを伴う電子出版物の提供，新商品に関する情報・映画に関する情
報・娯楽に関する情報・飲食店に関する情報・結婚式場に関する情報及びその他の各種情報を内容とする電子メ
ール通信を利用した電子雑誌の提供，出版物の内容を朗読した音声及び文字情報の提供，出版物の内容を朗読し
た音声及び文字情報の提供に関する情報の提供
【国際分類第１１版】
（２１０）【出願番号】商願２０１７－９６９７８（Ｔ２０１７－９６９７８）
（２２０）【出願日】平成２９年７月２０日（２０１７．７．２０）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５９６１２４１８４
【氏名又は名称】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
【住所又は居所】東京都千代田区富士見２丁目１３番３号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００９１４４３
【弁理士】
【氏名又は名称】西浦　▲嗣▼晴
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１３０７２０
【弁理士】
【氏名又は名称】▲高▼見　良貴
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１３０４３２
【弁理士】
【氏名又は名称】出山　匡
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１３０５０２
【弁理士】
【氏名又は名称】山田　朋彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】石塚　文子
（５６１）【称呼（参考情報）】ハナトミドリノウオーカー、ハナトミドリ、ハナ、ミドリ、ウオーカー
【検索用文字商標（参考情報）】花と緑のＷＡＬＫＥＲ
【類似群コード（参考情報）】
  第９類  ０６Ａ０１、０９Ｅ２１、０９Ｇ５３、１０Ｂ０１、１１Ｂ０１、１１Ｃ０１、１１Ｃ０２、２３Ｂ
０１、２４Ａ０１、２４Ｂ０２、２４Ｅ０１、２４Ｅ０２、２５Ｂ０１、２６Ａ０１、２６Ｄ０１
  第１６類  ０１Ａ０２、０９Ｄ０１、１１Ａ０６、１８Ｃ０４、１８Ｃ０９、２０Ｃ０１、２０Ｄ５０、２４
Ａ０１、２５Ｂ０１、２６Ａ０１、２６Ｂ０１、２６Ｄ０１
  第３５類  ０１Ａ０１、０１Ａ０２、０１Ｂ０１、０１Ｂ０２、０１Ｃ０１、０１Ｃ０２、０１Ｃ０３、０１
Ｃ０４、０２Ａ０１、０３Ｅ０１、０３Ｆ０１、０４Ａ０１、０４Ｂ０１、０４Ｃ０１、０４Ｄ０１、０４Ｄ０
２、０９Ａ１３、０９Ａ４１、０９Ａ４２、０９Ａ４３、０９Ａ４４、０９Ａ４５、０９Ａ４６、０９Ａ４７、
０９Ａ４８、０９Ｇ０４、０９Ｇ５３、１０Ｂ０１、１０Ｃ０１、１０Ｅ０１、１１Ａ０１、１１Ａ０２、１１
Ａ０３、１１Ａ０４、１１Ａ０５、１１Ａ０６、１１Ａ０７、１１Ａ０８、１１Ｂ０１、１１Ｃ０１、１１Ｃ０
２、１１Ｄ０１、１２Ａ０６、１２Ａ７１、１２Ａ７５、１３Ａ０１、１３Ａ０２、１３Ａ０３、１３Ｂ０１、
１３Ｂ０２、１３Ｂ０３、１３Ｂ０４、１３Ｃ０１、１３Ｃ０２、１６Ａ０１、１７Ａ０１、１７Ａ０２、１７
Ａ０３、１７Ａ０４、１７Ａ０７、１７Ｂ０１、１７Ｃ０１、１８Ｃ０１、１８Ｃ０２、１８Ｃ０３、１８Ｃ０
４、１８Ｃ０５、１８Ｃ０６、１８Ｃ０７、１８Ｃ０８、１８Ｃ０９、１８Ｃ１０、１８Ｃ１１、１８Ｃ１３、
１９Ａ０１、１９Ａ０２、１９Ａ０３、１９Ａ０４、１９Ａ０５、１９Ａ０６、１９Ａ０７、１９Ｂ０３、１９
Ｂ０４、１９Ｂ２１、１９Ｂ２３、１９Ｂ２６、１９Ｂ２７、１９Ｂ３３、１９Ｂ３７、１９Ｂ３９、１９Ｂ４
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４、１９Ｂ４５、１９Ｂ５０、１９Ｂ５５、１９Ｂ５６、１９Ｂ９９、２０Ａ０１、２０Ａ０２、２０Ｂ０１、
２０Ｃ０１、２０Ｃ５０、２０Ｄ５０、２０Ｅ０１、２０Ｆ０１、２１Ａ０１、２１Ａ０２、２１Ａ０３、２１
Ｂ０１、２１Ｃ０１、２１Ｄ０１、２１Ｅ０１、２１Ｆ０１、２２Ａ０１、２２Ａ０３、２２Ｂ０１、２２Ｃ０
１、２３Ａ０１、２３Ｂ０１、２４Ａ０１、２４Ａ０３、２４Ｂ０１、２４Ｂ０２、２４Ｃ０１、２４Ｃ０２、
２４Ｃ０３、２４Ｃ０４、２４Ｄ０１、２４Ｅ０１、２４Ｅ０２、２５Ａ０１、２５Ｂ０１、２６Ａ０１、２６
Ｂ０１、２６Ｃ０１、２６Ｄ０１、２７Ａ０１、２７Ｂ０１、２８Ａ０１、２８Ａ０２、２８Ａ０３、２８Ａ０
４、２９Ａ０１、２９Ｂ０１、２９Ｃ０１、２９Ｄ０１、３０Ａ０１、３１Ａ０１、３１Ａ０２、３１Ａ０３、
３１Ａ０４、３１Ａ０５、３１Ａ０６、３１Ｂ０１、３１Ｃ０１、３１Ｄ０１、３２Ａ０１、３２Ｂ０１、３２
Ｃ０１、３２Ｃ０２、３２Ｄ０１、３２Ｄ０２、３２Ｄ０３、３２Ｄ０４、３２Ｅ０１、３２Ｆ０１、３２Ｆ０
２、３２Ｆ０３、３２Ｆ０４、３２Ｆ０５、３２Ｆ０６、３２Ｆ０７、３２Ｆ０８、３２Ｆ０９、３２Ｆ１０、
３２Ｆ１１、３２Ｆ１２、３２Ｆ１３、３２Ｆ１４、３２Ｆ１５、３２Ｆ１６、３２Ｆ１７、３３Ａ０１、３３
Ａ０３、３３Ｂ０１、３３Ｃ０１、３３Ｄ０１、３３Ｄ０２、３５Ａ０１、３５Ａ０２、３５Ｂ０１、３５Ｃ０
１、３５Ｄ０１、３５Ｅ０１、３５Ｇ０３、３５Ｇ０４、３５Ｈ０１、３５Ｊ０１、３５Ｋ０１、３５Ｋ０２、
３５Ｋ０３、３５Ｋ０５、３５Ｋ０６、３５Ｋ０７、３５Ｋ０８、３５Ｋ０９、３５Ｋ１０、３５Ｋ１１、３５
Ｋ１３、３５Ｋ１４、３５Ｋ１５、３５Ｋ１６、３５Ｋ１７、３５Ｋ１８、３５Ｋ２０、３５Ｋ２１、３５Ｋ９
９、３５Ｌ０１、３８Ｚ９９、４２Ｇ０２、４２Ｇ０４、４２Ｐ０２、４２Ｑ９９
  第４１類  ４０Ｄ０１、４１Ａ０１、４１Ａ０３、４１Ｂ０１、４１Ｃ０１、４１Ｃ０２、４１Ｃ０３、４１
Ｃ０４、４１Ｄ０１、４１Ｅ０１、４１Ｅ０２、４１Ｅ０３、４１Ｅ０４、４１Ｅ０５、４１Ｅ０６、４１Ｅ０
７、４１Ｆ０１、４１Ｆ０６、４１Ｇ０１、４１Ｇ０２、４１Ｇ０３、４１Ｇ０４、４１Ｈ０１、４１Ｊ０１、
４１Ｋ０１、４１Ｋ０２、４１Ｌ０１、４１Ｍ０１、４１Ｍ０２、４１Ｍ０６、４１Ｍ０７、４１Ｍ９９、４１
Ｚ９９、４２Ｅ０１、４２Ｇ９９、４２Ｚ９９

(8)                       商標公報６０３６７２６


