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。

権利の種類

知的財産の内容
（還流CDはタイトル）

意匠権

顔面筋鍛錬具に係る意匠

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）
1466174

意匠権

秘密意匠に係る意匠

商標権

平成30年5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

顔面筋鍛錬具

平成30年5月1日

平成31年3月8日

株式会社ＭＴＧ

株式会社ＭＴＧ

株式会社ＭＴＧ 法務知的財産本部 知的財産部

052-481-5001

1580786

申立人により本件登録意匠に係る意匠法第37条第
３項に基づく警告を受けた者が輸入する、その警告
を受けた物品

平成30年5月15日

平成32年6月16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

「DENSO」に係る商標

4661425

自動車用エアコンディショナー用フィルター

平成30年5月10日

平成34年5月9日

株式会社デンソー

株式会社デンソー

青和特許法律事務所

03-5470-1921

商標権

「DANTON」に係る商標

国際1235148

ダウンジャケット

平成30年5月16日

平成34年5月15日

トランスホールディング

トランスホールディング

（株）ボーイズ

078-332-5873

商標権

「OBITSU」に係る商標

1557699

人形

平成30年5月25日

平成34年5月24日

株式会社オビツ製作所

株式会社オビツ製作所

株式会社オビツ製作所

03-3600-2561

商標権

「AUDEMARS PIGUET」に係る商標

国際1247290

腕時計

平成30年5月31日

平成34年5月30日

オーデマ・ピゲ・ホールディング・ソシエテ・アノニム

オーデマ・ピゲ・ホールディング・ソシエテ・アノニム

ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所

03-5220-6500

BLACKPINK

音楽用CD

平成30年5月28日

平成34年3月27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

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先

著作隣接権

Re: BLACKPINK

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。

商標権

「ＢＲＩＤＥ」に係る商標

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）
5403862

商標権

「MARC BY MARC JACOBS」に係る商標

4835658

権利の
種類

知的財産の内容
（還流CDはタイトル）

侵害物品の品名

申立の有効期間 自 申立の有効期間 至

自動車用シート、織物

平成27年10月23日

平成31年10月22日

ブリッド株式会社

ブリッド株式会社

松波特許事務所

052-241-5944

かばん・財布類、スマートフォン用ケース、身飾品、
時計

平成27年12月11日

平成30年7月11日

マーク ジェイコブズ トレードマークス エル エル
シー

マーク ジェイコブズ トレードマークス エル エル
シー

桃尾・松尾・難波法律事務所

03-3288-2080

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先

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。

意匠権

釣竿用導糸環に係る意匠

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）
1366664

意匠権

美容用ローラーに係る意匠

意匠権

権利の
種類

知的財産の内容
（還流CDはタイトル）

侵害物品の品名

申立の有効期間 自 申立の有効期間 至

釣竿用導糸環

平成25年6月27日

平成34年7月10日

富士工業株式会社

富士工業株式会社

濱田法律事務所

03-3597-0741

1443232

美容用ローラー

平成27年10月7日

平成34年5月11日

株式会社ＭＴＧ

株式会社ＭＴＧ

株式会社ＭＴＧ 法務知的財産本部 知的財産部

052-481-5001

身体鍛錬器具に係る意匠

1500344

身体鍛錬器具

平成28年4月1日

平成31年5月16日

株式会社オークローンマーケティング

莊 進成
莊 龍飛

小西・中村特許事務所

052-229-1070

商標権

｢ILLUMINATOR」に係る商標

3231232

アナログ及びデジタル式腕時計

平成10年11月26日

平成31年8月27日

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機株式会社

商標権

｢DOLCE＆GABBANA｣に係る商標

2090068

平成17年1月25日

平成30年11月30日

ドルチェ・アンド・ガッバーナ トレードマークス エッ
セ・エルレ・エルレ

ドルチェ・アンド・ガッバーナ トレードマークス エッ
セ・エルレ・エルレ

ドルチェ・アンド・ガッバーナ・ジャパン株式会社

03-6419-2285

商標権

「FUJIFILM」に係る商標

5152692

平成27年10月14日

平成34年7月18日

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社知的財産本部知財法務部

03-6271-3111

商標権

「BURBERRY」に係る商標

5361804

平成28年7月21日

平成31年2月21日

バーバリー リミテッド

バーバリー リミテッド

バーバリー・ジャパン株式会社

03-6741-1845

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先

Ｔシャツ、トレーナー、ベルト、眼鏡フレーム、サング
ラス、アクセサリー、靴下、時計、バッグ、靴、サンダ
ル、ジーンズ、マフラー、帽子、ポーチ、手袋、アクセ
保管箱 ボタ
タオ
財布 ジ ケ
バッテリー、バッテリー用ラベル
洋服類、Ｔシャツ・タンクトップ、下着類、マフラー・ネ
クタイ・靴下類、ベルト、かばん・財布類、時計

カシオ計算機株式会社 法務・知的財産統轄部 法
03-5334-4608
務部

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
種類

知的財産の内容
（還流CDはタイトル）

特許権

電荷制御剤及びそれを用いた静電荷像現像用ト
ナーに係る特許発明

特許権

サーボ装置に係る特許発明

意匠権

スライドファスナー用チェーンに係る意匠

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）
4627367（請求項1）

侵害物品の品名

申立の有効期間 自 申立の有効期間 至

電荷制御剤

平成27年9月2日

平成30年11月19日

保土谷化学工業株式会社

保土谷化学工業株式会社

原田雅章知財事務所

03-5772-9241

4218730(請求項1)

模型用サーボモータ

平成29年10月23日

平成30年11月21日

双葉電子工業株式会社

双葉電子工業株式会社

双葉電子工業株式会社 ＣＳＲ推進部 知財課

0475-24-1111

1382201

スライドファスナー ブルゾン、スポーツ衣料、外衣に
縫製されているスライドファスナー

平成27年6月3日

平成31年2月12日

ＹＫＫ株式会社

ＹＫＫ株式会社

ＹＫＫ株式会社 ファスニング事業本部 ファスナー事
業部 アパレル戦略推進部 営業推進室 ブランド 03-3864-2090
保護チーム

商標権

｢YKK」に係る商標

0645398

スライドファスナー

平成7年12月18日

平成33年4月1日

ＹＫＫ株式会社

ＹＫＫ株式会社

ＹＫＫ株式会社 ファスニング事業本部 ファスナー事
業部 アパレル戦略推進部 営業推進室 ブランド 03-3864-2090
保護チーム

商標権

｢asics」に係る商標

4569831

運動靴

平成16年2月13日

平成32年9月20日

株式会社アシックス

株式会社アシックス

株式会社アシックス法務・コンプライアンス統括部知
078-303-2271
的財産部

商標権

｢Tの図形及びＬの図形｣に係る商標

4614126

自動車用のブランクキー

平成25年1月11日

平成33年1月10日

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社 知的財産部企画統括室 管
0800-700-7700
理グループ

商標権

「BAOBAO ISSEY MIYAKE」に係る商標

5435471

かばん類、財布

平成26年8月27日

平成32年4月30日

株式会社三宅デザイン事務所

株式会社三宅デザイン事務所

商標権

「MINNETONKA」に係る商標

5128045

履物

平成26年11月27日

平成34年4月11日

商標権

「BAOBAO ISSEY MIYAKE」に係る商標

5719406

スマートフォンケース

平成27年2月16日

平成33年2月15日

商標権

「MINNETONKA」に係る商標

5128045

履物

平成27年6月26日

平成34年4月11日

商標権

「TOYOTA」に係る商標

4039298

自動車部品及び附属品

平成28年5月20日

平成31年8月31日

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社

商標権

「Ne-net」に係る商標

4977356

バッグ、リュックサック

平成29年9月26日

平成31年12月11日

株式会社エイ・ネット

株式会社エイ・ネット

著作権

映画の著作物「ガールズ＆パンツァー」

衣類、缶バッジ

平成29年4月18日

平成33年4月17日

株式会社バンダイナムコアーツ

株式会社バンダイナムコアーツ

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

音楽用CD

平成26年9月22日

平成30年5月27日

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 海
外事業推進グループＩＳルーム

03-5786-8361

音楽用CD

平成27年7月24日

平成30年5月27日

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 海
外事業推進グループＩＳルーム

03-5786-8361

ミネトンカ モカシン カンパニー インコーポレイテッ ミネトンカ モカシン カンパニー インコーポレイテッ
ド
ド
株式会社三宅デザイン事務所

株式会社三宅デザイン事務所

ミネトンカ モカシン カンパニー インコーポレイテッ ミネトンカ モカシン カンパニー インコーポレイテッ
ド
ド

原田雅章知財事務所

03-5772-9241

原田雅章知財事務所

03-5772-9241

株式会社三宅デザイン事務所 知的財産部

03-5454-0721

原田雅章知財事務所

03-5772-9241

トヨタ自動車株式会社 知的財産部企画統括室 管
0800-700-7700
理グループ
原田雅章知財事務所

03-5772-9241

株式会社バンダイナムコアーツ 管理本部 契約管
03-6837-2645
理部

申立期間の終了（輸入） ※申立てに複数権利を包含するものもあります。

著作隣接権

Ｋｅｎ’ｓ Ｂａｒ ＩＩＩ

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）
平井堅

著作隣接権

Ｋｅｎ’ｓ Ｂａｒ ＩＩＩ

平井堅

権利の
種類

知的財産の内容
（還流CDはタイトル）

