
【公報種別】商標公報の訂正
【発行日】令和４年９月７日（２０２２．９．７）

【登録番号】商標登録第６５９５２４９号（Ｔ６５９５２４９）
【掲載公報発行日】令和４年８月１０日（２０２２．８．１０）
【年通号数】登録公報（商標）２０２２－１４３

【区分】３５
【出願番号】商願２０２１－１３８６４５（Ｔ２０２１－１３８６４５）

【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】に誤りがあったので下記のとおり訂正す
る。
（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）

（４５０）【発行日】令和４年８月１０日（２０２２．８．１０）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第６５９５２４９号（Ｔ６５９５２４９）

（１５１）【登録日】令和４年８月２日（２０２２．８．２）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１

（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第３５類　経営の診断又は経営に関する助言，フランチャイズ加盟店の事業の管理，フランチャイズ事業に関
する情報の提供，フランチャイズ加盟店の設立及び経営に関する指導及び助言，フランチャイズ加盟店のため

に行う物品の調達及びサービスの手配，フランチャイズ加盟店のために行う販売促進のための企画及び実行の
代理，輸出入に関する事務の代理又は代行，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，オンラインによる衣料品・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，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，オンラインによる織物及び寝

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，オンラインによる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，おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによるおむ

つの小売又は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，オンラインによる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，オンラインに

よる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，オンラインによる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，オンラインによる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，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，オンラインによる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，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，オンラインによる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，オンラインによる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，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，オンラインによる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，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，オンラインによ

る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，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，オンラインによる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，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，オンライ

ンによる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，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，オンラインによる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，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，オンラインによる茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務にお
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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，オンラインによる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，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，オンラインによる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，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，オンラインによる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，オンラインによる自転車の小
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，オンラインによる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，オンラインによる建具の小売又は
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，オンラインによる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，オンラインによる葬祭用具の小売又
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，オンラインによる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，オンラインによる手動利器・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，オンラインによる台所用品・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，オンライ

ンによる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，オンラインによる化粧

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，オンラインによる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，オンラインによる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，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，オンラインによる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，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，オンラインによる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，オンラインによる紙類及び文房
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，オンラインによる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，オンラインによるおもちゃ・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，オンラインによ
る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，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，オンラインによる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，オンラインによる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，オンラインによる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，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，オンラインによる建築材料

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，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，オンラインによる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，オンラインによる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，布団用圧
縮保存袋・衣類用圧縮保存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，オンラインに

よる布団用圧縮保存袋・衣類用圧縮保存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，
化学品・マスチック・腐蝕防止剤・媒染剤・ダンマール・セラック・サンダラック・コパール・カナダバルサ
ム・防錆剤・天然樹脂（未加工のもの）・松脂・洗濯用柔軟剤・さび除去剤・家庭用帯電防止剤・洗濯用漂白

剤・染み抜きベンジン・家庭用脱脂剤・固形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
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の提供，オンラインによる化学品・マスチック・腐蝕防止剤・媒染剤・ダンマール・セラック・サンダラッ
ク・コパール・カナダバルサム・防錆剤・天然樹脂（未加工のもの）・松脂・洗濯用柔軟剤・さび除去剤・家

庭用帯電防止剤・洗濯用漂白剤・染み抜きベンジン・家庭用脱脂剤・固形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，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，オンラインによる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，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，オン
ラインによる塗装用パテ・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，印刷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，オンラインによる印刷イン
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，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，オンラインによる靴クリーム・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，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，オンラインによるつや出し剤・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，芳香油・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，オン

ラインによる芳香油・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，芳香剤・ポプ
リ・におい袋・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，オンラインによる芳香
剤・ポプリ・におい袋・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，ろう・封ろう

の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによるろう・封ろうの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，非鉄金属及びその合金・はんだの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる非鉄金属及びその合金・はんだの小売又は卸売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建築用又は構築用の非金属鉱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，オンラインによる建築用又は構築用の非金属鉱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，切削工具並びにその部品及び附属品、動力付き手持工具並びに
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，オンラインによる切削
工具並びにその部品及び附属品、動力付き手持工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，製材用・木工用又は合板用の機械器具及びその部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，オンラインによる製材用・木工用又は合板用の機械器具及びその
部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，塗装機械器具並びにその部品及び付属

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，オンラインによる塗装機械器具並びにそ
の部品及び付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，エアーコンプレッサー・
風水力機械器具並びにその部品及び付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，

オンラインによるエアーコンプレッサー・風水力機械器具並びにその部品及び付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，空気清浄機用フィルター、暖冷房装置及びその附属品、暖冷房装置

用フィル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，オンラインによる空気清浄機
用フィルター、暖冷房装置及びその附属品、暖冷房装置用フィル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，金属製バルブ（機械要素に当たるものを除く。）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，オンラインによる金属製バルブ（機械要素に当たるものを除く。）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，金属製フランジ、金属製管継ぎ手、パッキング、ガ
スケット、管継ぎ手（金属製のものを除く。）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，オンラインによる金属製フランジ、金属製管継ぎ手、パッキング、ガスケット、管継ぎ手（金属製のもの
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，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，オンラインによる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，盗難警報器、火災報知機、防犯ブザー、ガス漏れ警報器、乗物用盗難警報器の小
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，オンラインによる盗難警報器、火災報知機、防
犯ブザー、ガス漏れ警報器、乗物用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，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，オンラインによる保
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，防眩用シェード・防眩バイ

ザ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，オンラインによる防眩用シェード・防
眩バイザ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，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，オンラインによる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，理化学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，オ
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ンラインによる理化学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，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，オンラインによる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，車椅子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，オンラインによる車椅子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，化粧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，オンラインによる化粧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，電機ブラシ並びにその部品及び付属品、電気絶縁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，オンラインによる電機ブラシ並びにその部品及び付属品、電気絶縁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，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，オンラインによる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，乳母車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，オンラインによる乳母車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，装飾塗工用ブラシ、工業用刷毛、金ブ

ラシ、船舶ブラシ、管用ブラシ、おけ用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，オンラインによる装飾塗工用ブラシ、工業用刷毛、金ブラシ、船舶ブラシ、管用ブラシ、おけ用ブラシの
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，化学繊維糸（織物用のものを除く。）、糸ゴ

ム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除く。）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，オンラインによる化学繊維糸（織物用のものを除く。）、糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除
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，手芸用糸、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，オンラインによる手芸用糸、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，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，オン

ラインによる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，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，オンラインによるテープ、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，メリヤス生地、刺しゅうレース生地、編みレース生地の小売

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，オンラインによるメリヤス生地、刺しゅうレース
生地、編み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，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，オンラインによる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，レザークロス、ろ過布、ビニルクロス、ラバー
クロス、ゴム引防水布、オイルクロ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，オン
ラインによるレザークロス、ろ過布、ビニルクロス、ラバークロス、ゴム引防水布、オイルクロスの小売又は

卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，帽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，オンラインによる帽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，溶

接マスク、防毒マスク、防じん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，オン
ラインによる溶接マスク、防毒マスク、防じん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，防災頭巾、防火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，オンライン

による防災頭巾、防火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，事故防護用手
袋、絶縁手袋、園芸用手袋、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，オ
ンラインによる事故防護用手袋、絶縁手袋、園芸用手袋、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，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，オン
ラインによる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，ひも・綱類の小売
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，オンラインによるひも・綱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，オンラインによる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，網類（金属製のものを除く。）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，オン

ラインによる網類（金属製のものを除く。）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，金網の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる金網の小売又は

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，オンラインによる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，ガラス製又は陶磁製の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，オンラインによるガラス製又は陶磁製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧
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客に対する便益の提供，木製・竹製又はプラスチック製の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，オンラインによる木製・竹製又はプラスチック製の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，紙袋、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，オンラインによる紙袋、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，オ

ンラインによる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，プラスチッ
ク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，オンラインによるプラスチッ

ク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，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，オンラインによる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，チャコ削り器、裁縫用チャコ、型紙、ししゅう用枠、へら

台、霧吹き、アイロン台、こて台、糸通し器、針箱、裁縫用指抜き、裁縫用へら、裁縫箱、編み棒、針刺しの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによるチャコ削り器、裁縫用チャ
コ、型紙、ししゅう用枠、へら台、霧吹き、アイロン台、こて台、糸通し器、針箱、裁縫用指抜き、裁縫用へ

ら、裁縫箱、編み棒、針刺しの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，浴室用腰掛
け、湯かき棒、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，オンラインによる浴室用腰掛け、湯かき棒、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，ネームプレート及び標札（金属
製のものを除く。）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，オンラインによるネー
ムプレート及び標札（金属製のものを除く。）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，紙製旗、紙製のぼり、のぼり及び旗（紙製のものを除く。）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，オンラインによる紙製旗、紙製のぼり、のぼり及び旗（紙製のものを除く。）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，ちょうちん、あんど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，オンラインによるちょうちん、あんど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，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，オンラインによる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，ろうそく立
て、ろうそく消しの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによるろうそ
く立て、ろうそく消しの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，懐炉灰、湯たんぽ、

懐炉、あんかの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる懐炉灰、湯
たんぽ、懐炉、あんかの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，暖炉用ふいご（手持
ち工具に当たるものに限る。）、十能、火ばし、火消しつぼ、石炭入れ、五徳、家庭用燃え殻ふるいの小売又

は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる暖炉用ふいご（手持ち工具に当た
るものに限る。）、十能、火ばし、火消しつぼ、石炭入れ、五徳、家庭用燃え殻ふるいの小売又は卸売の業務

において行われる顧客に対する便益の提供，はえ取り紙、はえたたき、ねずみ取り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，オンラインによるはえ取り紙、はえたたき、ねずみ取り器の小売又
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，金属製植物の茎支持具、植物の茎支持具（金属製の

ものを除く。）、家庭園芸用防虫ネット、家庭園芸用の水耕式植物栽培器、じょうろ、植木鉢の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる金属製植物の茎支持具、植物の茎支持具
（金属製のものを除く。）、家庭園芸用防虫ネット、家庭園芸用の水耕式植物栽培器、じょうろ、植木鉢の小

売又は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、小鳥用巣箱、犬小屋、愛玩
動物用ベッド、小鳥かご、愛玩動物用食器、小鳥用水盤、愛玩動物用ブラシ、愛玩動物用おもちゃ、犬のおし
ゃぶりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる愛玩動物用被服

類、小鳥用巣箱、犬小屋、愛玩動物用ベッド、小鳥かご、愛玩動物用食器、小鳥用水盤、愛玩動物用ブラシ、
愛玩動物用おもちゃ、犬のおしゃぶりの小売又は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（金属製のものを除く。）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，

オンラインによるきゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。）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，金属製帽子掛けかぎ、帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。）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，オンラインによる金属製帽子掛けかぎ、帽子掛けかぎ（金属製のも
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，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，オンラインによる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，紙製ハンカチ、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製タオル、衛生手
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ふ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，オンラインによる紙製ハンカチ、紙製
テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製タオル、衛生手ふ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，病人用差込み便器、しびん、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，オンラインによる病人用差込み便器、しびん、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，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，オンラインによる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，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，オンラインによる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，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，オンラインによる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，家庭用水槽
（金属製又は石製のものを除く。）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，オンラ

インによる家庭用水槽（金属製又は石製のものを除く。）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，植木鉢覆い（紙製のものを除く。）、化学物質を充てんした保温保冷具、プラスチック製の包
装用瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる植木鉢覆い（紙製

のものを除く。）、化学物質を充てんした保温保冷具、プラスチック製の包装用瓶の小売又は卸売の業務にお
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，オンラインによる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，金属製工具箱、工具箱（金属製のものを除く。）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，オンラインによる金属製工具箱、工具箱（金属製のものを除く。）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，金属製のタオル用ディスペンサー、タオル用ディスペンサー（金属製のも

のを除く。）、せっけん用ディスペンサー、紙タオル取り出し用金属製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，オンラインによる金属製のタオル用ディスペンサー、タオル用ディスペンサー

（金属製のものを除く。）、せっけん用ディスペンサー、紙タオル取り出し用金属製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，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，オンラインによる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，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，オンラインによる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，浴槽類、シャワ

ー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，オンラインによる浴槽類、シャワー
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，ピルケース（貴金属製のものを除
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，オンラインによるピルケース（貴金

属製のものを除く。）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，日よけ、装飾用ビー
ズカーテン、屋内用ブラインド、すだれ、テーブル掛け、織物製壁掛け、織物製椅子カバー、どん帳、カーテ

ン、壁掛け（織物製のものを除く。）、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，オンラインによる日よけ、装飾用ビーズカーテン、屋内用ブラインド、すだれ、テーブル掛け、織物製壁
掛け、織物製椅子カバー、どん帳、カーテン、壁掛け（織物製のものを除く。）、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，木製・竹製又はプラスチック製の置物、ガラス製又は陶磁器製の
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，オンラインによる木製・竹製又はプラ
スチック製の置物、ガラス製又は陶磁器製の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，風鈴、水盤、花瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる
風鈴、水盤、花瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，びょうぶ、つい立ての小
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，オンラインによるびょうぶ、つい立ての小売又

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，農業用プラスチック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，オンラインによる農業用プラスチック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，金属製立て看板、木製又はプラスチック製の立て看板、アドバル

ーン、ガラス製又は磁器製の立て看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，オン
ラインによる金属製立て看板、木製又はプラスチック製の立て看板、アドバルーン、ガラス製又は磁器製の立

て看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，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，オンラインによる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，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，オ

ンラインによる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，記念たて、記念カッ
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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，オンラインによる記念たて、記念カップ
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，ボタン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，オンラインによるボタン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，造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる造
花の小売又は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，オンラインによるマネキン人形、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，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，オンラインによる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、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，オンライ
ンによる釣り具、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，接着テープ（医

療用・事務用又は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，
オンラインによる接着テープ（医療用・事務用又は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，柄付き捕虫網・昆虫採集箱・昆虫胴乱・殺虫管・毒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，オンラインによる柄付き捕虫網・昆虫採集箱・昆虫胴乱・殺虫
管・毒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，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，オンラインによ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，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，オンラインによる書画、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，スライド
フィルム、映写フィルム、スライドフィルム用マウント、写真立て、写真の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供，オンラインによるスライドフィルム、映写フィルム、スライドフィルム用マウ
ント、写真立て、写真の小売又は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，オンラインによる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，みり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，
オンラインによるみり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，中国酒の小売又は

卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる中国酒の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，薬味酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，オンラインによる薬味酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，冷凍果実、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，オンラインによる冷凍果実、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，加工野菜及び加工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，オンラインによる加工野菜及び加工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，原料プラスチック・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，オンラインによる原料プラスチック・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，ゴ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，オンラインによるゴ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，木
皮、つる、竹皮、竹、しだ、経木、とう、未加工のコルク、やしの葉の小売又は卸売の業務において行われる

顧客に対する便益の提供，オンラインによる木皮、つる、竹皮、竹、しだ、経木、とう、未加工のコルク、や
しの葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 　　　　
【国際分類第１１版】 　　　　
（２１０）【出願番号】商願２０２１－１３８６４５（Ｔ２０２１－１３８６４５）
（２２０）【出願日】令和３年１１月８日（２０２１．１１．８）
（７３２）【商標権者】

【識別番号】５００１４３５１９
【氏名又は名称】株式会社大創産業
【住所又は居所】広島県東広島市西条吉行東一丁目４番１４号

（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７４７３４

【弁理士】
【氏名又は名称】中里　浩一
（７４０）【代理人】

【識別番号】１０００７４７３４
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【弁理士】
【氏名又は名称】中里　浩一

（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７４７３４
【弁理士】

【氏名又は名称】中里　浩一
（７４０）【代理人】

【識別番号】１０００７４７３４
【弁理士】
【氏名又は名称】中里　浩一

（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７４７３４
【弁理士】

【氏名又は名称】中里　浩一
【法区分】平成２３年改正
【審査官】川崎　萌未

（５６１）【称呼（参考情報）】ハッピープライスハッピープレースハッピーピープル
【検索用文字商標（参考情報）】ＨＡＰＰＹＰＲＩＣＥＨＡＰＰＹＰＬＡＣＥＨＡＰＰＹＰＥＯＰＬＥ
【類似群コード（参考情報）】

第３５類　０１Ａ０１、０１Ａ０２、０１Ｂ０１、０１Ｂ０２、０１Ｃ０１、０１Ｃ０２、０１Ｃ０３、０１
Ｃ０４、０２Ａ０１、０３Ｃ０１、０３Ｄ０１、０３Ｅ０１、０３Ｆ０１、０４Ａ０１、０４Ｂ０１、０４Ｃ

０１、０４Ｄ０１、０４Ｄ０２、０５Ａ０１、０５Ａ０２、０５Ｄ０１、０６Ａ０２、０６Ｂ０１、０７Ａ０
１、０７Ａ０２、０７Ａ０３、０７Ａ０４、０７Ａ０５、０７Ａ０６、０７Ａ０７、０７Ａ０９、０７Ｂ０
１、０７Ｃ０１、０７Ｄ０１、０７Ｅ０１、０９Ａ０１、０９Ａ０９、０９Ａ４１、０９Ａ４２、０９Ａ４

３、０９Ａ４４、０９Ａ４５、０９Ａ４６、０９Ａ４７、０９Ａ４８、０９Ａ６４、０９Ｃ０１、０９Ｅ１
１、０９Ｆ０５、０９Ｆ０６、０９Ｇ０１、０９Ｇ０４、０９Ｇ０５、０９Ｇ５２、１０Ａ０１、１０Ｂ０
１、１０Ｃ０１、１０Ｄ０２、１０Ｅ０１、１１Ａ０１、１１Ａ０２、１１Ａ０３、１１Ａ０４、１１Ａ０

５、１１Ａ０６、１１Ａ０７、１１Ａ０８、１１Ｂ０１、１１Ｃ０１、１１Ｃ０２、１１Ｄ０１、１２Ａ０
５、１２Ａ０６、１２Ａ７２、１２Ａ７５、１３Ａ０１、１３Ａ０２、１３Ａ０３、１３Ｂ０１、１３Ｂ０
２、１３Ｂ０３、１３Ｂ０４、１３Ｃ０１、１３Ｃ０２、１５Ａ０１、１５Ａ０３、１６Ａ０１、１６Ａ０

２、１６Ａ０３、１６Ｂ０１、１６Ｃ０１、１６Ｃ０２、１７Ａ０１、１７Ａ０２、１７Ａ０３、１７Ａ０
４、１７Ａ０５、１７Ａ０６、１７Ａ０７、１７Ａ０８、１７Ａ０９、１７Ａ１０、１７Ｂ０１、１７Ｃ０

１、１８Ａ０１、１８Ａ０２、１８Ｂ０１、１８Ｂ０２、１８Ｃ０１、１８Ｃ０２、１８Ｃ０３、１８Ｃ０
４、１８Ｃ０５、１８Ｃ０６、１８Ｃ０９、１８Ｃ１０、１８Ｃ１２、１８Ｃ１３、１９Ａ０１、１９Ａ０
２、１９Ａ０３、１９Ａ０４、１９Ａ０５、１９Ａ０６、１９Ａ０７、１９Ｂ０３、１９Ｂ０４、１９Ｂ２

１、１９Ｂ２２、１９Ｂ２３、１９Ｂ２４、１９Ｂ２６、１９Ｂ２７、１９Ｂ２８、１９Ｂ２９、１９Ｂ３
０、１９Ｂ３２、１９Ｂ３３、１９Ｂ３４、１９Ｂ３６、１９Ｂ３７、１９Ｂ３８、１９Ｂ３９、１９Ｂ４
２、１９Ｂ４４、１９Ｂ４６、１９Ｂ４９、１９Ｂ５０、１９Ｂ５１、１９Ｂ５３、１９Ｂ５４、１９Ｂ５

５、１９Ｂ５６、１９Ｂ５７、１９Ｂ９９、２０Ａ０１、２０Ａ０２、２０Ｂ０１、２０Ｃ０１、２０Ｃ０
２、２０Ｃ０４、２０Ｃ５０、２０Ｄ０１、２０Ｄ０４、２０Ｄ０５、２０Ｄ０８、２０Ｅ０１、２０Ｆ０
１、２１Ａ０１、２１Ａ０２、２１Ａ０３、２１Ｂ０１、２１Ｃ０１、２１Ｄ０１、２１Ｅ０１、２１Ｆ０

１、２２Ａ０１、２２Ａ０３、２２Ｂ０１、２２Ｃ０１、２３Ａ０１、２３Ｂ０１、２４Ａ０１、２４Ａ０
２、２４Ａ０３、２４Ｂ０１、２４Ｂ０２、２４Ｃ０１、２４Ｃ０２、２４Ｃ０３、２４Ｃ０４、２４Ｄ０
１、２４Ｅ０１、２４Ｅ０２、２５Ａ０１、２５Ｂ０１、２５Ｂ０２、２６Ａ０１、２６Ｂ０１、２６Ｄ０

１、２７Ａ０１、２７Ｂ０１、２７Ｃ０１、２８Ａ０１、２８Ａ０２、２８Ａ０３、２８Ａ０４、２９Ａ０
１、２９Ｂ０１、２９Ｃ０１、２９Ｄ０１、３０Ａ０１、３１Ａ０１、３１Ａ０２、３１Ａ０３、３１Ａ０

４、３１Ａ０５、３１Ａ０６、３１Ｂ０１、３１Ｃ０１、３１Ｄ０１、３２Ａ０１、３２Ｂ０１、３２Ｃ０
１、３２Ｃ０２、３２Ｄ０１、３２Ｄ０２、３２Ｄ０３、３２Ｄ０４、３２Ｅ０１、３２Ｆ０１、３２Ｆ０
２、３２Ｆ０３、３２Ｆ０４、３２Ｆ０５、３２Ｆ０６、３２Ｆ０７、３２Ｆ０８、３２Ｆ０９、３２Ｆ１

０、３２Ｆ１１、３２Ｆ１２、３２Ｆ１３、３２Ｆ１４、３２Ｆ１５、３２Ｆ１６、３２Ｆ１７、３３Ａ０
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１、３３Ａ０３、３３Ｂ０１、３３Ｃ０１、３３Ｄ０１、３３Ｄ０２、３４Ａ０１、３４Ｂ０１、３４Ｃ０
１、３４Ｅ０２、３５Ａ０１、３５Ａ０２、３５Ｂ０１、３５Ｆ０１、３５Ｋ０１、３５Ｋ０２、３５Ｋ０
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