知的財産侵害物品に対する輸出入差止申立て及び輸入差止情報提供の公表
１． 輸入差止申立て
新規受理
※申立てに複数権利を包含するものもありますので、詳細は税関HPをご覧ください。
権利の登録番号
知的財産の内容
（著作隣接権は実演家名）
権利の種類
（還流CDはタイトル）
（著作権・不正競争防止法は空
欄）

平成30年4月分

侵害物品の品名

申立の有効期間 自

申立の有効期間 至

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先

意匠権

自動車用フロアマットに係る意匠

1590723

自動車用フロアマット

平成30年4月6日

平成32年10月20日

株式会社ホンダアクセス

株式会社ホンダアクセス

せいしん特許法律事務所

03-6256-9421

意匠権

自動車用フロアマットに係る意匠

1590724

自動車用フロアマット

平成30年4月6日

平成32年10月20日

株式会社ホンダアクセス

株式会社ホンダアクセス

せいしん特許法律事務所

03-6256-9421

意匠権

電子計算機操作器用グリップ付き連結具に係る意
匠

1577540

電子計算機操作器用グリップ付き連結具
（Nintendo Switch用グリップ（Joy-Conグリップ））

平成30年4月9日

平成32年4月28日

任天堂株式会社

任天堂株式会社

任天堂株式会社 知的財産部 製品保護グループ

075-662-9600

意匠権

電子計算機操作器用ホルダーに係る意匠

1582433

電子計算機操作器用ホルダー
SWITCH用ハンドル（Joy-Conハンドル））

平成30年4月19日

平成32年7月7日

任天堂株式会社

任天堂株式会社

任天堂株式会社 知的財産部 製品保護グループ

075-662-9600

商標権

「SALONIA」に係る商標

5494318

電気式ヘアーアイロン

平成30年4月4日

平成34年4月3日

株式会社I-ne

株式会社I-ne

レクシア特許法律事務所

06-4256-8135

商標権

「TAG HEUERと図形」に係る商標

2318491

時計

平成30年4月11日

平成33年6月28日

エルヴィエムエイチ スイス マニュファクチュアズ
エス アー

エルヴィエムエイチ スイス マニュファクチュアズ
エス アー

特許業務法人志賀国際特許事務所

03-5288-5811

商標権

「audio-technica」に係る商標

965488

ヘッドホン

平成30年4月18日

平成34年4月17日

株式会社オーディオテクニカ

株式会社オーディオテクニカ

西村啓一国際特許事務所

03-6205-7207

「TANGLE TEEZER」に係る商標

国際953741

頭髪用のブラシ及びくし

平成30年4月23日

平成34年4月22日

ショーン プルフリー

ショーン プルフリー

桃尾・松尾・難波法律事務所

03-3288-2080

03-6215-2884

商標権

著作権

映画著作物「母になる」「ボク、運命の人です。」「フラ
ンケンシュタインの恋」「過保護のカホコ」「ウチの夫
は仕事ができない」「愛してたって、秘密はある。」に
係る著作

著作隣接権

私このままでいいのかな

BoA

権利・品名・侵害理由追加
※申立てに複数権利を包含するものもありますので、詳細は税関HPをご覧ください。
権利の登録番号
知的財産の内容
権利の
（著作隣接権は実演家名）
種類
（著作権・不正競争防止法は空
（還流CDはタイトル）
欄）
商標権

「PORTER」に係る商標

4460560

申立期間の更新
※申立てに複数権利を包含するものもありますので、詳細は税関HPをご覧ください。
権利の登録番号
知的財産の内容
権利の
（著作隣接権は実演家名）
種類
（著作権・不正競争防止法は空
（還流CDはタイトル）
欄）

ＤＶＤ及びその他記録媒体

平成30年4月10日

平成34年4月9日

日本テレビ放送網株式会社

日本テレビ放送網株式会社

日本テレビ放送網株式会社 編成局 著作権契約
部

音楽用CD

平成30年4月20日

平成34年2月13日

エイベックス・エンタテインメント株式会社

エイベックス・エンタテインメント株式会社

エイベックス株式会社 グループ管理本部 コーポ
レート管理グループ 第2法務ユニット

03-6714-6308

侵害物品の品名

申立の有効期間 自

申立の有効期間 至

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先

かばん・財布類、布製ラベル、スマートフォン用の
ケース

平成28年6月7日

平成32年9月29日

株式会社吉田

株式会社吉田

株式会社吉田

03-3862-1021

侵害物品の品名

申立の有効期間 自

申立の有効期間 至

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先

商標権

「YOKOHAMA」に係る商標

2044111

ワッペン

平成28年7月22日

平成34年4月26日

横浜ゴム株式会社

横浜ゴム株式会社

横浜ゴム株式会社 知的財産部知財法務グループ

03-5400-4534

商標権

「SD」に係る商標

4139651

ＳＤカード（記録媒体）

平成22年6月4日

平成33年4月1日

エスディー－３シー エルエルシー

エスディー－３シー エルエルシー

ユアサハラ法律特許事務所

03-3270-6641

侵害物品の品名

申立の有効期間 自

申立の有効期間 至

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先

液晶プロジェクター用交換ランプ

平成26年12月11日

平成30年8月11日

セイコーエプソン株式会社

セイコーエプソン株式会社

インテックス法律特許事務所

03-5777-6767

1457461

留め具

平成25年11月26日

平成30年11月9日

ヒッキーズ，インコーポレーテッド

ヒッキーズ，インコーポレーテッド

杉村萬国特許法律事務所

03-3581-7870

平成26年7月18日

平成32年7月17日

アンダー・アーマー・インコーポレイテッド

アンダー・アーマー・インコーポレイテッド

内容変更
※申立てに複数権利を包含するものもありますので、詳細は税関HPをご覧ください。
権利の登録番号
知的財産の内容
権利の
（著作隣接権は実演家名）
種類
（著作権・不正競争防止法は空
（還流CDはタイトル）
欄）
光源ランプユニットおよび投写型表示装置に係る特
特許権
3663928（請求項1）
許発明
意匠権

留め具に係る意匠

商標権

「ＵＮＤＥＲ ＡＲＭＯＵＲ」に係る商標

4618194

洋服類、ティーシャツ、靴下、手袋、帽子、ベルト、か
ばん類・財布、スマートフォン・携帯電話用のケース

株式会社ドーム ファイナンス＆アカウンティング部
03-6757-6842
法務/内部統制チーム

商標権

「Paul Smith」に係る商標

1750075

ワイシャツ（男性用）、ネクタイ（男性用）、スーツ（男
性用）、ポロシャツ（男性用）、下着（男性用）

平成21年8月19日

平成32年7月5日

伊藤忠商事株式会社

ポール スミス グループ ホールディングス リミ
テッド

特許業務法人深見特許事務所

06-4707-2021

商標権

オーブ図形（VivienneWestwood)に係る商標

5067988

携帯電話機用ケース

平成24年9月24日

平成33年8月3日

伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社

特許業務法人深見特許事務所

06-4707-2021

商標権

「VivienneWestwood」に係る商標

2700910

かばん、財布

平成25年3月25日

平成31年12月22日

伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社

特許業務法人深見特許事務所

06-4707-2021

ヒットユニオン株式会社フレッドペリー商品部プロダ
080-3750-2997
クトコントロールチーム

商標権

｢FRED PERRY｣に係る商標

0650248

ポロシャツ、ジャケット、Ｔシャツ

平成18年5月1日

平成32年1月31日

ヒットユニオン株式会社

フレッドペリー（ホールディングス）リミテッド

商標権

「SHIMANO」に係る商標

4816373

帽子

平成27年10月27日

平成31年10月26日

株式会社シマノ

株式会社シマノ

特許業務法人藤本パートナーズ

06-6271-7908

権利の登録番号
（著作隣接権は実演家名）
（著作権・不正競争防止法は空
欄）

侵害物品の品名

申立の有効期間 自

申立の有効期間 至

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先

3108383

バッグ、財布、キーケース、靴下

平成17年10月13日

平成31年12月26日

コーチ・インコーポレーテッド

コーチ・インコーポレーテッド

桃尾・松尾・難波法律事務所

03-3288-2080

権利の登録番号
（著作隣接権は実演家名）
（著作権・不正競争防止法は空
欄）

侵害物品の品名

申立の有効期間 自

申立の有効期間 至

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先

1359299

魚掴み器

平成25年10月10日

平成30年4月10日

有限会社ライラクス

有限会社ライラクス

中野・濱田特許事務所

06-4705-3955

平成24年2月22日

平成30年4月22日

龍華国際特許業務法人

03-5339-6800

平成24年5月25日

平成30年4月26日

ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所

03-5220-6500

申立ての取下げ
※申立てに複数権利を包含するものもあります。
権利の
種類
商標権

知的財産の内容
（還流CDはタイトル）
｢COACH｣に係る商標

申立期間の終了
※申立てに複数権利を包含するものもあります。
権利の
種類
意匠権

知的財産の内容
（還流CDはタイトル）
魚掴み器

商標権

「GIORGIO ARMANI」に係る商標

1387409

スーツ、ジャケット、ジャンパー、パーカー、コート、Ｔ
シャツ、セーター、プルオーバー、シャツ、ポロシャ
ツ、ジーンズ製のズボン、ズボン、下着、ネクタイ、か
ばん、財布、キーケース、ベルト、サングラス

商標権

「NIVEA FOR MEN」に係る商標

国際969599

洗顔料

ジョルジオ・アルマーニ エス．ピー．エー．，ミラノ，ス ジョルジオ・アルマーニ エス．ピー．エー．，ミラノ，ス
イス・ブランチ・メンドゥリッシオ
イス・ブランチ・メンドゥリッシオ
バイエルスドルフ アクチエンゲゼルシヤフト

バイエルスドルフ アクチエンゲゼルシヤフト

