
営業のご案内  

 

各位  

 弊社は、積極的に商標登録を行い、登録できた商標 の役務区分に関するサービスを中

心にご提供 してまいります。  

 商標登録に基づくサービスは、法的に安定しておりますので、お客様各位にもご安心頂け

ることと存 じます。  

 商標登録に基づくサービスは、以下のとおりです。また、今後商標登録も増やして行 く予

定です。  

 なお、正確性を期すため、商標法に基づく専門的な用語 を使用しております。つきましては、

内容の詳細はお問い合わせください。  

 

                                         株式会社アーク  

                                          電話 03 -5577 -5311  

 

記  

 

【ひみこ】（商 標登録番号第 ６０３３６８５号 ）  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，情報管理システムに関する教育訓練研修 ，情報技術の

使用に関する教育訓練研修 ，コンピュータ・電気通信を利用 して行 う教育訓練 ，組織の経

営管理及び事業の変革管理 ・業 務改善 ・後 方支援への取 り組みに関する教育訓練研修 ，

マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力 向上の教育訓練研

修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向上の教育 ・研

修に関するコンサルティング・助言 ・指導及び情報の提供 ，プログラム・プロジェクト・ポートフ

ォリオの管理及び作成のための教育訓練研修 ，コーチング（教育及び訓練 ），資格の認定

及び付与の企画 ・運営並びにこれに関する情報の提供 ，資格検定試験並びに資格認定

試験の企画 ・運営又は実施並びにこれに関する情報の提供 ，試験問題の作成 ，教育情報

の提供 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，ビジネス・事業戦略 ・科学 ・技術のセミナー・シン

ポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関する助言 ・指導

及び情報の提供 ，その他のセミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討論会 ・講習会

の企画 ・運営 ・開催に関する助言 ・指導及び情報の提供 ，電子出版物の提供 ，図書及び

記録の供覧 ，インターネット又はコンピュータネットワークを通 じた通信端末を用いた書籍 ・雑



誌の供覧 ，図書の貸与 ，書籍の制作 ，教育 ・知識提供 ・教育訓練及び経営に関する書籍

の制作 （広告物を除 く。），その他の書籍 ・雑誌 ・定期刊行物 ・冊子 ・カタログ及びその他の

出版物の制作 （広告物を除 く。），教育 ・文化 ・娯楽用ビデオの制作 （映画 ・放送番組 ・広

告用のものを除 く。），書画の貸与 ，録画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 ，ポジフィルムの貸与 ，ネガフィルムの貸与 ，おもちゃの貸与 ，映画 ・演芸 ・

演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，通信ネットワークを利用 した音声 ・音楽 ・静

止画 ・動画の提供 （ダウンロードされるものを除 く。），電気通信回線を通 じて行 う静止画像 ・

動画像 ・音声付 き静止画像 ・音声付 き動画像 ・映像 ・電子出版物 ・教育情報の提供 ，通

訳 ，翻訳  

41A01  41A 03  41C 02  41D01  41E02  41E03  41E 05  41K02  41M06  41M07  41M08  

41M09  42S01  

42  

デザインの考案 （広告に関するものを除 く。）  

42P01  

 

 

【Scrum】（商 標登録番号第 ６０３３７０２号 ）  

35  

広告業 ，広報活動の企画 ，広告用具の貸与 ，トレーディングスタンプの発行 ，経営の診断

又は経営に関する助言 ，経営に関する指導及び情報の提供 ，業務改善に関する指導及

び情報の提供 ，ベストプラクティスによる事業計画管理 ，ベンチマーキングを用いた業務効

率改善に関する情報の提供及び助言 ，リスク評価分析を含む事業の管理に関する分析 ，

経営 ・事業に関する情報の提供及び指導 ・助言 ，経営資源の最適配分のための事業の管

理 ，経営資源を最適に配分するために行 う経営の助言 ，市場の調査及びその評価 ，市場

調査並びに企業におけるマーケティング事業に関する指導及び助言 ，事業の管理に関する

評価及び事業の管理の効率性に関する分析 ，事業計画の評価 ，商業及び工業の管理に

関する指導及び助言 ，市場調査又は分析 ，商品の販売に関する情報の提供 ，マーケティ

ング，マーケティング情報の提供 ，事業の管理及び組織に関する指導及び助言 ，事業の評

価 ，事業の管理に関する分析 ，事業の調査 ，統計情報の提供 ，人事管理 ，事業報告書

の作成 ，職業のあっせん，人材募集 ，人材の紹介 ，求人情報の提供 ，インターネット上での

オークションの運営 ，競売の運営  

35A01  35A 02  35B 01  35D01  35E01  35J01  42G02  

41  



技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，情報管理システムに関する教育訓練研修 ，情報技術の

使用に関する教育訓練研修 ，それらのコンピュータ・電気通信を利用 して行 う教育訓練 ，

組織の経営管理及び事業の変革管理 ・業務改善 ・後方支援への取 り組みに関する教育

訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向上の

教育訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向

上の教育 ・研修に関するコンサルティング・助言 ・指導及び情報の提供 ，プログラム・プロジェ

クト・ポートフォリオの管理及び作成のための教育訓練研修 ，コーチング（教育及び訓練 ），

資格の認定及び付与の企画 ・運営並びにこれに関する情報の提供 ，資格検定試験並び

に資格認定試験の企画 ・運営又は実施並びにこれに関する情報の提供 ，試験問題の作

成 ，教育情報の提供 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，ビジネス・事業戦略 ・科学 ・技術の

セミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関す

る助言 ・指導及び情報の提供 ，その他のセミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討

論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関する助言 ・指導及び情報の提供 ，電子出版物の提

供 ，図書及び記録の供覧 ，インターネット又はコンピュータネットワークを通 じた通信端末を

用いた書籍 ・雑誌の供覧 ，図書の貸与 ，書籍の制作 ，教育 ・知識提供 ・教育訓練及び経

営に関する書籍の制作 （広告物 を除 く。），その他の書籍 ・雑誌 ・定期刊行物 ・冊子 ・カタロ

グ及びその他の出版物の制作 （広告物を除 く。），教育 ・文化 ・娯楽用ビデオの制作 （映

画 ・放送番組 ・広告用のものを除 く。），書画の貸与 ，録画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 ，ポジフィルムの貸与 ，ネガフィルムの貸与 ，おもちゃの貸

与 ，映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，通信ネットワークを利用 し

た音声 ・音楽 ・静止画 ・動画の提供 （ダウンロードされるものを除 く。），電気通信回線を通 じ

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 ・映像の提供 ，電気通信

回線を通 じて行 う教育及び研修用電子出版物の提供に関する情報の提供 ，通訳 ，翻訳  

41A01  41A 03  41C 02  41D01  41E02  41E03  41E 05  41K02  41M06  41M07  41M08  

41M09  42S01  

 

 

【ＡＩ  E VANGE LIST】（商 標登録番号第 ６０３５６１２号 ）  

35  

広告業 ，広報活動の企画 ，広告用具の貸与 ，トレーディングスタンプの発行 ，経営の診断

又は経営に関する助言 ，経営に関する指導及び情報の提供 ，業務改善に関する指導及

び情報の提供 ，ベストプラクティスによる事業計画管理 ，ベンチマーキングを用いた業務効

率改善に関する情報の提供及び助言 ，リスク評価分析を含む事業の管理に関する分析 ，



経営 ・事業に関する情報の提供及び指導 ・助言 ，経営資源の最適配分のための事業の管

理 ，経営資源を最適に配分するために行 う経営の助言 ，市場の調査及びその評価 ，市場

調査並びに企業におけるマーケティング事業に関する指導及び助言 ，事業の管理に関する

評価及び事業の管理の効率性に関する分析 ，事業計画の評価 ，商業及び工業の管理に

関する指導及び助言 ，市場調査又は分析 ，商品の販売に関する情報の提供 ，マーケティ

ング，マーケティング情報の提供 ，事業の管理及び組織に関する指導及び助言 ，事業の評

価 ，事業の管理に関する分析 ，事業の調査 ，統計情報の提供 ，人事管理 ，事業報告書

の作成 ，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集 ，デー

タ入力 ・データ作成に関する事務処理の代行 ，コンピュータデータベースへの情報構築 ，コ

ンピュータデータベースによるファイルの管理 ，電子計算機を用いて行 う情報検索事務の代

行 ，コンピュータデータベースへの情報の蓄積 ，職業のあっせん，人材募集 ，人材の紹介 ，

求人情報の提供 ，インターネット上 でのオークションの運営 ，競売の運営  

35A01  35A 02  35B 01  35D01  35E01  35G03  35J01  42G02  42P02  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，情報管理システムに関する教育訓練研修 ，情報技術の

使用に関する教育訓練研修 ，それらのコンピュータ・電気通信を利用 して行 う教育訓練 ，

組織の経営管理及び事業の変革管理 ・業務改善 ・後方支援への取 り組みに関する教育

訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向上の

教育訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向

上の教育 ・研修に関するコンサルティング・助言 ・指導及び情報の提供 ，プログラム・プロジェ

クト・ポートフォリオの管理及び作成のための教育訓練研修 ，コーチング（教育及び訓練 ），

資格の認定及び付与の企画 ・運営並びにこれに関する情報の提供 ，資格検定試験並び

に資格認定試験の企画 ・運営又は実施並びにこれに関する情報の提供 ，試験問題の作

成 ，教育情報の提供 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，ビジネス・事業戦略 ・科学 ・技術の

セミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関す

る助言 ・指導及び情報の提供 ，その他のセミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討

論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関する助言 ・指導及び情報の提供 ，電子出版物の提

供 ，図書及び記録の供覧 ，インターネット又はコンピュータネットワークを通 じた通信端末を

用いた書籍 ・雑誌の供覧 ，図書の貸与 ，書籍の制作 ，教育 ・知識提供 ・教育訓練及び経

営に関する書籍の制作 （広告物を除 く。），その他の書籍 ・雑誌 ・定期刊行物 ・冊子 ・カタロ

グ及びその他の出版物の制作 （広告物を除 く。），教育 ・文化 ・娯楽用ビデオの制作 （映

画 ・放送番組 ・広告用のものを除 く。），書画の貸与 ，録画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 ，ポジフィルムの貸与 ，ネガフィルムの貸与 ，おもちゃの貸



与 ，映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，通信ネットワークを利用 し

た音声 ・音楽 ・静止画 ・動画の提供 （ダウンロードされるものを除 く。），電気通信回線を通 じ

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 ・映像 ・電子出版物 ・教育

情報の提供 ，通訳 ，翻訳  

41A01  41A 03  41C 02  41D0 1  41E02  41E03  41E 05  41K02  41M06  41M07  41M08  

41M09  42S01  

 

【ＡＩ駆 動 ビジネス】（商標登録番号第 ６０３５６１３号 ）  

35  

広告業 ，広報活動の企画 ，広告用具の貸与 ，トレーディングスタンプの発行 ，経営の診断

又は経営に関する助言 ，経営に関する指導及び情報の提供 ，業務改善に関する指導及

び情報の提供 ，ベストプラクティスによる事業計画管理 ，ベンチマーキングを用いた業務効

率改善に関する情報の提供及び助言 ，リスク評価分析を含む事業の管理に関する分析 ，

経営 ・事業に関する情報の提供及び指導 ・助言 ，経営資源の最適配分のための事業の管

理 ，経営資源を最適に配分するために行 う経営の助言 ，市場の調査及びその評価 ，市場

調査並びに企業におけるマーケティング事業に関する指導及び助言 ，事業の管理に関する

評価及び事業の管理の効率性に関する分析 ，事業計画の評価 ，商業及び工業の管理に

関する指導及び助言 ，市場調査又は分析 ，商品の販売に関する情報の提供 ，マーケティ

ング，マーケティング情報の提供 ，事業の管理及び組織に関する指導及び助言 ，事業の評

価 ，事業の管理に関する分析 ，事業の調査 ，統計情報の提供 ，人事管 理 ，事業報告書

の作成 ，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集 ，デー

タ入力 ・データ作成に関する事務処理の代行 ，コンピュータデータベースへの情報構築 ，コ

ンピュータデータベースによるファイルの管理 ，電子計算機を用いて行 う情報検索事務の代

行 ，コンピュータデータベースへの情報の蓄積 ，職業のあっせん，人材募集 ，人材の紹介 ，

求人情報の提供 ，インターネット上 でのオークションの運営 ，競売の運営  

35A01  35A 02  35B 01  35D01  35E01  35G03  35J01  42G02  42 P02  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，情報管理システムに関する教育訓練研修 ，情報技術の

使用に関する教育訓練研修 ，それらのコンピュータ・電気通信を利用 して行 う教育訓練 ，

組織の経営管理及び事業の変革管理 ・業務改善 ・後方支援への取 り組みに関する教育

訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向上の

教育訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向

上の教育 ・研修に関するコンサルティング・助言 ・指導及び情報の提供 ，プログラム・プロジェ



クト・ポートフォリオの管理及び作成のための教育訓練研修 ，コーチング（教育及び訓練 ），

資格の認定及び付与の企画 ・運営並びにこれに関する情報の提供 ，資格検定試験並び

に資格認定試験の企画 ・運営又は実施並びにこれに関する情報の提供 ，試験問題の作

成 ，教育情報の提供 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，ビジネス・事業戦略 ・科学 ・技術の

セミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関す

る助言 ・指導及び情報の提供 ，その他のセミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討

論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関する助言 ・指導及び情報の提供 ，電子出版物の提

供 ，図書及び記録の供覧 ，インターネット又はコンピュータネットワークを通 じた通信端末を

用いた書籍 ・雑誌の供覧 ，図書の貸与 ，書籍の制作 ，教育 ・知識提供 ・教育訓練及び経

営に関する書籍の制作 （広告物を除 く。），その他の書籍 ・雑誌 ・定期刊行物 ・冊子 ・カタロ

グ及びその他の出版物の制作 （広告物を除 く。），教育 ・文化 ・娯楽用ビデオの制作 （映

画 ・放送番組 ・広告用のものを除 く。），書画の貸与 ，録画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 ，ポジフィルムの貸与 ，ネガフィルムの貸与 ，おもちゃの貸

与 ，映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，通信ネットワークを利用 し

た音声 ・音楽 ・静止画 ・動画の提供 （ダウンロードされるものを除 く。），電気通信回線を通 じ

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 ・映像 ・電子出版物 ・教育

情報の提供 ，通訳 ，翻訳  

41A01  41A 03  41C 02  41D01  41E02  41E03  41E 05  41K02  41M06  41M07  41M08  

41M09  42S01  

 

【SPRINT】（商 標登録番号第 ６０３５６１４号 ）  

35  

文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースによるファイルの管理 ，職業の

あっせん，人材募集 ，人材の紹介 ，求人情報の提供 ，インターネット上 でのオークションの運

営 ，競売の運営  

35D01  35E01  35G03  42G02  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，情報管理システムに関する教育訓練研修 ，情報技術の

使用に関する教育訓練研修 ，コンピュータ・電気通信を利用 して行 う教育訓練 ，組織の経

営管理及び事業の変革管理 ・業 務改善 ・後 方支援への取 り組みに関する教育訓練研修 ，

マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向上の教育訓練研

修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向上の教育 ・研

修に関するコンサルティング・助言 ・指導及び情報の提供 ，プログラム・プロジェクト・ポートフ



ォリオの管理及び作成のための教育訓練研修 ，コーチング（教育及び訓練 ），資格の認定

及び付与の企画 ・運営並びにこれに関する情報の提供 ，資格検定試験並びに資格認定

試験の企画 ・運営又は実施並びにこれに関する情報の提供 ，試験問題の作成 ，教育情報

の提供 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，ビジネス・事業戦略 ・科学 ・技術のセミナー・シン

ポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関する助言 ・指導

及び情報の提供 ，その他のセミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討論会 ・講習会

の企画 ・運営 ・開催に関する助言 ・指導及び情報の提供 ，電子出版物の提供 ，図書及び

記録の供覧 ，インターネット又はコンピュータネットワークを通 じた通信端末を用いた書籍 ・雑

誌の供覧 ，図書の貸与 ，書籍の制作 ，教育 ・知識提供 ・教育訓練及び経営に関する書籍

の制作 （広告物を除 く。），その他の書籍 ・雑誌 ・定期刊行物 ・冊子 ・カタログ及びその他の

出版物の制作 （広告物を除 く。），教育 ・文化 ・娯楽用ビデオの制作 （映画 ・放送番組 ・広

告用のものを除 く。），書画の貸与 ，録画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 ，ポジフィルムの貸与 ，ネガフィルムの貸与 ，おもちゃの貸与 ，映画 ・演芸 ・

演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，通信ネットワークを利用 した音声 ・音楽 ・静

止画 ・動画の提供 （ダウンロードされるものを除 く。），電気通信回線を通 じて行 う静止画像 ・

動画像 ・音声付 き静止画像 ・音声付 き動画像 ・映像 ・電子出版物 ・教育情報の提供 ，通

訳 ，翻訳  

41A01  41A 03  41C 02  41D01  41E02  41E03  41E 05  41K02  41M06  41M07  41M08  

41M09  42S01  

 

【Python】（商 標登録番号第 ６０４２６３８号 ）  

9  

デジタルフォトフレーム，電気通信機械器具 ，録画済み又は録音済みのＤＶＤ・光ディスク・

コンパクトディスクその他の記録媒体 ，通信ネットワークを介 してダウンロード可能な動画ファ

イル・音声 ファイル・音楽 ファイル又は静止画ファイル，レコード，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，電子定期刊行物  

11B01  24E 02  26A 01 26D01  

16  

紙類 ，文房具類 ，定期的に発行 される印刷 された教材 ，定期刊行物 ，書画 ，写真 ，写真

立て  

25A01  25B 01  26A 01  26B01  26D01  

41  



組織の経営管理及び事業の変革管理 ・業務改善 ・後方支援への取 り組みに関する教育

訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向上の

教育訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向

上の教育 ・研修に関するコンサルティング・助言 ・指導及び情報の提供 ，教育 ・文化 ・娯楽

用ビデオの制作 （映画 ・放送番組 ・広告用のものを除 く。），映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教

育研修のための施設の提供  

41A01  41E 05  41K02  

42  

デザインの考案 （広告に関するものを除 く。）  

42P01  

 

【A gi l e】（商 標登録番号第 ６０４２６４４号 ）  

16  

紙類 ，文房具類 ，書画  

25A01  25B 01  26B 01  

35  

広告業 ，広報活動の企画 ，広告用具の貸与 ，トレーディングスタンプの発行 ，文書又は磁

気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集 ，データ入力 ・データ作成に

関する事務処理の代行 ，コンピュータデータベースへの情報構築 ，コンピュータデータベース

によるファイルの管理 ，電子計算機を用いて行 う情報検索事務の代行 ，コンピュータデータ

ベースへの情報の蓄積 ，求人情報の提供 ，インターネット上でのオークションの運営 ，競売

の運営  

35A01  35A 02  35E 01  35G03  35J01  42G02  42P02  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，情報管理システムに関する教育訓練研修 ，情報技術の

使用に関する教育訓練研修 ，それらのコンピュータ・電気通信を利用 して行 う教育訓練 ，

組織の経営管理及び事業の変革管理 ・業務改善 ・後方支援への取 り組みに関する教育

訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向上の

教育訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向

上の教育 ・研修に関するコンサルティング・助言 ・指導及び情報の提供 ，プログラム・プロジェ

クト・ポートフォリオの管理及び作成のための教育訓練研修 ，コーチング（教育及び訓練 ），

資格の認定及び付与の企画 ・運営並びにこれに関する情報の提供 ，資格検定試験並び

に資格認定試験の企画 ・運営又は実施並びにこれに関する情報の提供 ，試験問題の作



成 ，教育情報の提供 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，ビジネス・事業戦略 ・科学 ・技術の

セミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関す

る助言 ・指導及び情報の提供 ，その他のセミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討

論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関する助言 ・指導及び情報の提供 ，電子出版物の提

供 ，図書及び記録の供覧 ，インターネット又はコンピュータネットワークを通 じた通信端末を

用いた書籍 ・雑誌の供覧 ，図書の貸与 ，書籍の制作 ，教育 ・知識提供 ・教育訓練及び経

営に関する書籍の制作 （広告物を除 く。），その他の書籍 ・雑誌 ・定期刊行物 ・冊子 ・カタロ

グ及びその他の出版物の制作 （広告物を除 く。），教育 ・文化 ・娯楽用ビデオの制作 （映

画 ・放送番組 ・広告用のものを除 く。），書画の貸与 ，録画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 ，ポジフィルムの貸与 ，ネガフィルムの貸与 ，おもちゃの貸

与 ，映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，通信ネットワークを利用 し

た音声 ・音楽 ・静止画 ・動画の提供 （ダウンロードされるものを除 く。），電気通信回線を通 じ

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 ・映像 ・電子出版物 ・教育

情報の提供 ，通訳 ，翻訳  

41A01  41A 03  41C 02  41D01  41E02  41E03  41E 05  41K02  41M06  41M07  41M08  

41M09  42S01  

 

【A gi l e  Master】（商標登録番号第 ６０４２６４５号 ）  

16  

紙類 ，文房具類 ，教材 ，書籍 ，定期刊行物 ，印刷物 ，書画 ，写真 ，写真 立て  

25A01  25B 01  26A 01  26B01  26D01  

35  

広告業 ，広報活動の企画 ，広告用具の貸与 ，トレーディングスタンプの発行 ，経営の診断

又は経営に関する助言 ，経営に関する指導及び情報の提供 ，業務改善に関する指導及

び情報の提供 ，ベストプラクティスによる事業計画管理 ，ベンチマーキング（比較分析 ）を用

いた業務効率改善に関する情報の提供及び助言 ，リスク評価分析を含む事業の管理に関

する分析 ，経営 ・事業に関する情報の提供及び指導 ・助言 ，経営資源の最適配分のため

の事業の管理 ，経営資源を最適に配分するために行 う経営の助言 ，市場の調査及びその

評価 ，市場調査並びに企業におけるマーケティング事業に関する指導及び助言 ，事業の

管理に関する評価及び事業の管理の効率性に関する分析 ，事業計画の評価 ，商業及び

工業の管理に関する指導及び助言 ，市場調査又は分析 ，商品の販売に関する情報の提

供 ，マーケティング，マーケティング情報の提供 ，事業の管理及び組織に関する指導及び助

言 ，事業の評価 ，事業の管理に関する分析 ，事業の調査 ，統計情報の提供 ，人事管理 ，



事業報告書の作成 ，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情

報編集 ，データ入力 ・データ作成に関する事務処理の代行 ，コンピュータデータベースへの

情報構築 ，コンピュータデータベースによるファイルの管理 ，電子計算機を用いて行 う情報

検索事務の代行 ，コンピュータデータベースへの情報の蓄積 ，職業のあっせん，人材募集 ，

人材の紹介 ，求人情報の提供 ，インターネット上 でのオークションの運営 ，競売の運営  

35A01  35A 02  35B 01  35D01  35E01  35G03  35J01  42G02  42P02  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，情報管理システムに関する教育訓練研修 ，情報技術の

使用に関する教育訓練研修 ，それらのコンピュータ・電気通信を利用 して行 う教育訓練 ，

組織の経営管理及び事業の変革管理 ・業務改善 ・後方支援への取 り組みに関する教育

訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向上の

教育訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向

上の教育 ・研修に関するコンサルティング・助言 ・指導及び情報の提供 ，プログラム・プロジェ

クト・ポートフォリオの管理及び作成のための教育訓練研修 ，コーチング（教育及び訓練 ），

資格の認定及び付与の企画 ・運営並びにこれに関する情報の提供 ，資格検定試験並び

に資格認定試験の企画 ・運営又は実施並びにこれに関する情報の提供 ，試験問題の作

成 ，教育情報の提供 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，ビジネス・事業戦略 ・科学 ・技術の

セミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関す

る助言 ・指導及び情報の提供 ，その他のセミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討

論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関する助言 ・指導及び情報の提供 ，電子出版物の提

供 ，図書及び記録の供覧 ，インターネット又はコンピュータネットワークを通 じた通信端末を

用いた書籍 ・雑誌の供覧 ，図書の貸与 ，書籍の制作 ，教育 ・知識提供 ・教育訓練及び経

営に関する書籍の制作 （広告物を除 く。），その他の書籍 ・雑誌 ・定期刊行物 ・冊子 ・カタロ

グ及びその他の出版物の制作 （広告物を除 く。），教育 ・文化 ・娯楽用ビデオの制作 （映

画 ・放送番組 ・広告用のものを除 く。），書画の貸与 ，録画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 ，ポジフィルムの貸与 ，ネガフィルムの貸与 ，おもちゃの貸

与 ，映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，通信ネットワークを利用 し

た音声 ・音楽 ・静止画 ・動画の提供 （ダウンロードされるものを除 く。），電 気通信回線を通 じ

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 ・映像 ・電子出版物 ・教育

情報の提供 ，通訳 ，翻訳  

41A01  41A 03  41C 02  41D01  41E02  41E03  41E 05  41K02  41M06  41M07  41M08  

41M09  42S01  

 



【ScrumMaster】（商標登録番号第 ６０４２６４６号 ）  

16  

紙類 ，文房具類 ，教材 ，書籍 ，定期刊行物 ，印刷物 ，書画 ，写真 ，写真立て  

25A01  25B 01  26A 01  26B01  26D01  

35  

広告業 ，広報活動の企画 ，広告用具の貸与 ，トレーディングスタンプの発行 ，経営の診断

又は経営に関する助言 ，経営に関する指導及び情報の提供 ，業務改善に関する指導及

び情報の提供 ，ベストプラクティスによる事業計画管理 ，ベンチマーキング（比較分析 ）を用

いた業務効率改善に関する情報の提供及び助言 ，リスク評価分析を含む事業の管理に関

する分析 ，経営 ・事業に関する情報の提供及び指導 ・助言 ，経営資源の最適配分のため

の事業の管理 ，経営資源を最適に配分するために行 う経営の助言 ，市場の調査及びその

評価 ，市場調査並びに企業におけるマーケティング事業に関する指導及び助 言 ，事業の

管理に関する評価及び事業の管理の効率性に関する分析 ，事業計画の評価 ，商業及び

工業の管理に関する指導及び助言 ，市場調査又は分析 ，商品の販売に関する情報の提

供 ，マーケティング，マーケティング情報の提供 ，事業の管理及び組織に関する指導及び助

言 ，事業の評価 ，事業の管理に関する分析 ，事業の調査 ，統計情報の提供 ，人事管理 ，

事業報告書の作成 ，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情

報編集 ，データ入力 ・データ作成に関する事務処理の代行 ，コンピュータデータベースへの

情報構築 ，コンピュータデータベースによるファイルの管理 ，電子計算機を用いて行 う情報

検索事務の代行 ，コンピュータデータベースへの情報の蓄積 ，職業のあっせん，人材募集 ，

人材の紹介 ，求人情報の提供 ，インターネット上 でのオークションの運営 ，競売の運営  

35A01  35A 02  35B 01  35D01  35E01  35G03  35J01  42G02  42P02  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，情報管理システムに関する教育訓練研修 ，情報技術の

使用に関する教育訓練研修 ，それらのコンピュータ・電気通信を利用 して行 う教育訓練 ，

組織の経営管理及び事業の変革管理 ・業務改善 ・後方支援への取 り組みに関する教育

訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向上の

教育訓練研修 ，マネジメント・コミュニケーション・営業 ・リーダーシップ・人材育成の能力向

上の教育 ・研修に関するコンサルティング・助言 ・指導及び情報の提供 ，プログラム・プロジェ

クト・ポートフォリオの管理及び作成のための教育訓練研修 ，コーチング（教育及び訓練 ），

資格の認定及び付与の企画 ・運営並びにこれに関する情報の提供 ，資格検定試験並び

に資格認定試験の企画 ・運営又は実施並びにこれに関する情報の提供 ，試験問題の作

成 ，教育情報の提供 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，ビジネス・事業戦略 ・科学 ・技術の



セミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関す

る助言 ・指導及び情報の提供 ，その他のセミナー・シンポジウム・会議 ・講演会 ・研修会 ・討

論会 ・講習会の企画 ・運営 ・開催に関する助言 ・指導及び情報の提供 ，電子出版物の提

供 ，図書及び記録の供覧 ，インターネット又はコンピュータネットワークを通 じた通信端末を

用いた書籍 ・雑誌の供覧 ，図書の貸与 ，書籍の制作 ，教育 ・知識提供 ・教育訓練及び経

営に関する書籍の制作 （広告物を除 く。），その他の書籍 ・雑誌 ・定期刊行物 ・冊子 ・カタロ

グ及びその他の出版物の制作 （広告物を除 く。），教育 ・文化 ・娯楽用ビデオの制作 （映

画 ・放送番組 ・広告用のものを除 く。），書画の貸与 ，録画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 ，ポジフィルムの貸与 ，ネガフィルムの貸与 ，おもちゃの貸

与 ，映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，通信ネットワークを利用 し

た音声 ・音楽 ・静止画 ・動画の提供 （ダウンロードされるものを除 く。），電気通信回線を通 じ

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 ・映像 ・電子出版物 ・教育

情報の提供 ，通訳 ，翻訳  

41A01  41A 03  41C 02  41D01  41E02  41E03  41E 05  41K02  41M06  41M07  41M08  

41M09  42S01  

 

【ＳＩｅｒＭＧ】（商 標登録番号第 6268335 号 ）  

35  

広告 ，経 営 の診断又は経営 に関する助言 ，市 場 調査又は分析 ，事 業 の管理に関する助

言 ，事 業 に関する指 導及び助言 ，事 業 に関する情 報 の提供 ，事 業 の管理及び組織 に関

する指導及び助言 ，事業の能率化に関する診 断 ・指導及び助言 ，人事管理に関する指導

及び助言 ，事業の調査 ，事業の評価 ，消費者のための商品及び役務の選択における助言

と情報の提供 ，コンピュータソフトウェア制作のマーケティング，職業のあっせん  

35A01  35A 02  35B 01  35D01  35L01  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，学校による教育の提供 ，大学における教授 ，高等学校に

おける教育 ，中学校における教育 ，小学校における教育 ，専門学校における教育 ，国家資

格取得講座における教授 ，シミュレーターを使 った訓練 ，教育上の試験の実施 ，教育の分

野における情報の提供 ，コーチング（訓練 ），実地教育 ，職業訓練 ，職業に関する再訓練 ，

個人に対する知識の教授 ，通信教育による知識の教授 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，

会議の手配及び運営 ，教育 フォーラムの手配及び運営 ，研修会の手配及び管理 ，シンポ

ジウムの手配及び運営 ，セミナーの手配及び運営 ，討論会の手配及び運営 ，電子出版物

の提供 ，書籍の制作 ，オンラインで提供 される電子書籍及び電子定期刊行物の制作 ，オン



ラインによる電子出版物の提供 （ダウンロードできないものに限 る。），コンピュータを利用 して

行 う書籍の制作 ，書籍の制作 （広告物を除 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。），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。），映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，映画機械器具

の貸与 ，映 写 機及びその附属品の貸与 ，オーバーヘッドプロジェクターの貸与 ，レコード又

は録音済み磁気 テープの貸与 ，録画済み磁気 テープの貸与 ，録音済み記録媒体の貸与 ，

録 画済みビデオテープの貸与 ，ネガフィルムの貸 与 ，ポジフィルムの貸 与 ，写 真の撮影 ，光

学 機械器具の貸与 ，ビデオテープへの収録 ，ビデオテープの編集 ，マイクロフィルムへの記

録 ，通 訳 ，翻訳 ，録 音又 は録画済み記録媒体 の複製 ，教育 又 は娯楽に関する競技会の

企画 ・運 営 ，文 化 又 は教育 のための展示会 の企画 ・運 営 ，出 版 物 のレイアウト（広 告 物 を

除 く。），オンラインによるゲームの提供  

40D01  41A 01  41A 03  41C02  41D01  41E 05  41F06  41K01  41K02  41M01  41M06  

41M07  41Z99  42E01  42S01  42X15  42Z99  

 

【ＳＩｅｒマネジメントゲーム】（商標登録番号第 626833６号 ）  

35  

広告 ，経 営 の診断又は経営 に関する助言 ，市 場 調査又は分析 ，事 業 の管理に関する助

言 ，事 業 に関する指 導及び助言 ，事 業 に関する情 報 の提供 ，事 業 の管理及び組織 に関

する指導及び助言 ，事業の能率化に関する診断 ・指導及び助言 ，人事管理に関する指導

及び助言 ，事業の調査 ，事業の評価 ，消費者のための商品及び役務の選択における助言

と情報の提供 ，コンピュータソフトウェア制作のマーケティング，職業のあっせん  

35A01  35A 02  35B 01  35D01  35L01  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，学校による教育の提供 ，大学における教授 ，高等学校に

おける教育 ，中学校における教育 ，小学校における教育 ，専門学校における教育 ，国家資

格取得講座における教授 ，シミュレーターを使 った訓練 ，教育上の試験の実施 ，教育の分

野における情報の提供 ，コーチング（訓練 ），実地教育 ，職業訓練 ，職業に関する再訓練 ，

個人に対する知識の教授 ，通信教育による知識の教授 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，

会議の手配及び運営 ，教育 フォーラムの手配及び運営 ，研修会の手配及び管理 ，シンポ

ジウムの手配及び運営 ，セミナーの手配及び運営 ，討論会の手配及び運営 ，電子出版物

の提供 ，書籍の制作 ，オンラインで提供 される電子書籍及び電子定期刊行物の制作 ，オン

ラインによる電子出版物の提供 （ダウンロードできないものに限 る。），コンピュータを利用 して



行 う書籍の制作 ，書籍の制作 （広告物を除 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。），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。），映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教育 研修のための施設の提供 ，映画機械器具

の貸与 ，映 写 機及びその附属品の貸与 ，オーバーヘッドプロジェクターの貸与 ，レコード又

は録音済み磁気 テープの貸与 ，録画済み磁気 テープの貸与 ，録音済み記録媒体の貸与 ，

録 画済みビデオテープの貸与 ，ネガフィルムの貸 与 ，ポジフィルムの貸 与 ，写 真の撮影 ，光

学 機械器具の貸与 ，ビデオテープへの収録 ，ビデオテープの編集 ，マイクロフィルムへの記

録 ，通 訳 ，翻訳 ，録 音又 は録画済み記録媒体 の複製 ，教育 又 は娯楽に関する競技会の

企画 ・運 営 ，文 化 又 は教育 のための展示会 の企画 ・運 営 ，出 版 物 のレイアウト（広 告 物 を

除 く。），オンラインによるゲームの提供  

40D01  41A 01  41A 03  41C02  41D01  41E 05  41F06  41K01  41K02  41M01  41M06  

41M07  41Z99  42E01  42S01  42X15  42Z99  

 

【DXSM】（商 標登録番号第 ６３８４２２８号 ）  

35  

広告 ，経営の診断又は経営に関する助言 ，市場調査又は分析 ，事業の管理に関する助

言 ，事業に関する指導及び助言 ，事業に関する情報の提供 ，事業の管理及び組織に関

する指導及び助言 ，事業の能率化に関する診断 ・指導及び助言 ，人事管理に関する指導

及び助言 ，事業の調査 ，事業の評価 ，消費者のための商品及び役務の選択における助言

と情報の提供 ，コンピュータソフトウェア制作のマーケティング，職業のあっせん  

35A01  35A 02  35B 01  35D01  35L01  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，学校による教育の提供 ，大学における教授 ，高等学校に

おける教育 ，中学校における教育 ，小学校における教育 ，専門学校における教育 ，国家資

格取得講座における教授 ，シミュレーターを使 った訓練 ，教育上の試験の実施 ，教育の分

野における情報の提供 ，コーチング（訓練 ），実地教育 ，職業訓練 ，職業に関する再訓練 ，

個人に対する知識の教授 ，通信教育による知識の教授 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，

会議の手配及び運営 ，教育 フォーラムの手配及び運営 ，研修会の手配及び管理 ，シンポ

ジウムの手配及び運営 ，セミナーの手配及び運営 ，討論会の手配及び運営 ，電子出版物

の提供 ，書籍の制作 ，オンラインで提供 される電子書籍及び電子定期刊行物の制作 ，オン

ラインによる電子出版物の提供 （ダウンロードできないものに限 る。），コンピュータを利用 して

行 う書籍の制作 ，書籍の制作 （広告物を除 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。），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。），映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，映画機械器具

の貸与 ，映写機及びその附属品の貸与 ，オーバーヘッドプロジェクターの貸与 ，レコード又

は録音済み磁気 テープの貸与 ，録画済み磁気 テープの貸与 ，録音済み記録媒体の貸与 ，

録画済みビデオテープの貸与 ，ネガフィルムの貸与 ，ポジフィルムの貸与 ，写真の撮影 ，光

学機械器具の貸与 ，ビデオテープへの収録 ，ビデオテープの編集 ，マイクロフィルムへの記

録 ，通訳 ，翻訳 ，録音又は録画済み記録媒体の複製 ，教育又は娯楽に関する競技会の

企画 ・運営 ，文化又は教育のための展示会の企画 ・運営 ，出版物のレイアウト（広 告物 を

除 く。），オンラインによるゲームの提供  

40D01  41A01  41A 03  41C02  41D01  41E05  41F06  41K01  41K02  41M01  41M06  

41M07  41Z99  42E01  42S01  42X15  42Z99  

 

【DXMS】（商 標登録番号第 ６３８４２２９号 ）  

35  

広告 ，経営の診断又は経営に関する助言 ，市場調査又は分析 ，事業の管理に関する助

言 ，事業に関する指導及び助言 ，事業に関する情報の提供 ，事業の管理及び組織に関

する指導及び助言 ，事業の能率化に関する診断 ・指導及び助言 ，人事管理に関する指導

及び助言 ，事業の調査 ，事業の評価 ，消費者のための商品及び役務の選択における助言

と情報の提供 ，コンピュータソフトウェア制作のマーケティング，職業のあっせん  

35A01  35A 02  35B 01  35D01  35L01  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，学 校による教育の提供 ，大学における教授 ，高等学校に

おける教育 ，中学校における教育 ，小学校における教育 ，専門学校における教育 ，国家資

格取得講座における教授 ，シミュレーターを使 った訓練 ，教育上の試験の実施 ，教育の分

野における情報の提供 ，コーチング（訓練 ），実地教育 ，職業訓練 ，職業に関する再訓練 ，

個人に対する知識の教授 ，通信教育による知識の教授 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，

会議の手配及び運営 ，教育 フォーラムの手配及び運営 ，研修会の手配及び管理 ，シンポ

ジウムの手配及び運営 ，セミナーの手配及び運営 ，討論会の手配及び運営 ，電子出版物

の提供 ，書籍の制作 ，オンラインで提供 される電子書籍及び電子定期刊行物の制作 ，オン

ラインによる電子出版物の提供 （ダウンロードできないものに限 る。），コンピュータを利用 して

行 う書籍の制作 ，書籍の制作 （広告物を除 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。），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。），映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，映画機械器具

の貸与 ，映写機及びその附属品の貸与 ，オーバーヘッドプロジェクターの貸与 ，レコード又

は録音済み磁気 テープの貸与 ，録画済み磁気 テープの貸与 ，録音済み記録媒体の貸与 ，

録画済みビデオテープの貸与 ，ネガフィルムの貸与 ，ポジフィルムの貸与 ，写真の撮影 ，光

学機械器具の貸与 ，ビデオテープへの収録 ，ビデオテープの編集 ，マイクロフィルムへの記

録 ，通訳 ，翻訳 ，録音又は録画済み記録媒体の複製 ，教育又は娯楽に関する競技会の

企画 ・運営 ，文化又は教育のための展示会の企画 ・運営 ，出版物のレイアウト（広 告物 を

除 く。），オンラインによるゲームの提供  

40D01  41A01  41A 03  41C02  41D01  41E05  41F06  41K01  41K02  41M01  41M06  

41M07  41Z99  42E01  42S01  42X15  42Z99  

 

【ＤＸ検定 】（商 標登録番号第 ６３９４５６８号 ）  

35  

広告 ，経営の診断又は経営に関する助言 ，市場調査又は分析 ，事業の管理に関する助

言 ，事業に関する指導及び助言 ，事業に関する情報の提供 ，事業の管理及び組織に関

する指導及び助言 ，事業の能率化に関する診断 ・指導及び助言 ，人事管理に関する指導

及び助言 ，事業の調査 ，事業の評価 ，消費者のための商品及び役務の選択における助言

と情報の提供 ，コンピュータソフトウェア制作のマーケティング，職業のあっせん  

35A01  35A 02  35B 01  35D01  35L01  

41  

技芸 ・スポーツ又は知識の教授 ，学校による教育の提供 ，大学における教授 ，高等学校に

おける教育 ，中学校における教育 ，小学校における教育 ，専門学校における教育 ，国家資

格取得講座における教授 ，シミュレーターを使 った訓練 ，教育上の試験の実施 ，教育の分

野における情報の提供 ，コーチング（訓練 ），実地教育 ，職業訓練 ，職業 に関する再訓練 ，

個人に対する知識の教授 ，通信教育による知識の教授 ，セミナーの企画 ・運営又は開催 ，

会議の手配及び運営 ，教育 フォーラムの手配及び運営 ，研修会の手配及び管理 ，シンポ

ジウムの手配及び運営 ，セミナーの手配及び運営 ，討論会の手配及び運営 ，電子出版物

の提供 ，書籍の制作 ，オンラインで提供 される電子書籍及び電子定期刊行物の制作 ，オン

ラインによる電子出版物の提供 （ダウンロードできないものに限 る。），コンピュータを利用 して

行 う書籍の制作 ，書籍の制作 （広告物を除 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。），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。），映画 ・演芸 ・演劇 ・音楽又は教育研修のための施設の提供 ，映画機械器具

の貸与 ，映写機及びその附属品の貸与 ，オーバーヘッドプロジェクターの貸与 ，レコード又

は録音済み磁気 テープの貸与 ，録画済み磁気 テープの貸与 ，録音済み記録媒体の貸与 ，

録画済みビデオテープの貸与 ，ネガフィルムの貸与 ，ポジフィルムの貸与 ，写真の撮影 ，光

学機械器具の貸与 ，ビデオテープへの収録 ，ビデオテープの編集 ，マイクロフィルムへの記

録 ，通訳 ，翻訳 ，録音又は録画済み記録媒体の複製 ，教育又は娯楽に関する競技会の

企画 ・運営 ，文化又は教育のための展示会の企画 ・運営 ，出版物のレイアウト（広 告物 を

除 く。），オンラインによるゲームの提供  

40D01  41A01  41A 03  41C02  41D01  41E05  41F06  41K01  41K02  41M01  41M06  

41M07  41Z99  42E01  42S01  42X15  42Z99  

以上  

 


