
権利の種類
知的財産の内容

（還流CDはタイトル）

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

商標権 「Chloé」の商標 1895840 かばん類 平成31年1月25日 平成35年1月24日 クロエ エス．エイ．エス クロエ エス．エイ．エス ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 03-5220-6565

商標権 「ZENITH」の商標 366735 時計 平成31年1月31日 平成33年12月31日
エルヴィエムエイチ　スイス　マニュファクチャーズ

エスアー
エルヴィエムエイチ　スイス　マニュファクチャーズ

エスアー
特許業務法人　志賀国際特許事務所 03-5288-5811

権利の種類
知的財産の内容

（還流CDはタイトル）

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

意匠権 指圧器に係る意匠 1296175 指圧器 平成27年8月14日 平成32年2月9日 株式会社満天社 株式会社満天社 辻本法律特許事務所 06-6766-6111

意匠権 マッサージ具に係る意匠 1436400 マッサージ具 平成28年11月28日 平成32年2月17日 株式会社満天社 株式会社満天社 辻本法律特許事務所 06-6766-6111

商標権 ｢BANDAI｣に係る商標 2700865 ヨーヨー 平成10年2月20日 平成35年1月30日 株式会社バンダイ 株式会社バンダイ 株式会社バンダイ法務・知的財産部 03-3847-5060

商標権 ｢CASIO｣に係る商標 2108670 アナログ及びデジタル式腕時計 平成10年3月2日 平成35年1月23日 カシオ計算機株式会社 カシオ計算機株式会社 カシオ計算機株式会社 財務統轄部　法務部 03-5334-4608

商標権 ｢LETech」に係る商標 4227492-2 遊技機用マイクロプロセッサ 平成15年9月29日 平成33年7月31日 株式会社エルイーテック 株式会社エルイーテック 株式会社エルイーテック開発本部 03-5819-5179

商標権 「HUNTER」に係る商標 国際993373 ブーツ 平成25年11月26日 平成31年8月12日
HUNTER BOOT LIMITED（ハンター・ブート・リミテッ

ド）
HUNTER BOOT LIMITED（ハンター・ブート・リミテッ

ド）
みなとみらい特許事務所 045-228-7531

商標権 「la prairie」に係る商標 国際992758 化粧品 平成26年1月9日 平成35年1月20日
Laboratoires La Prairie SA（ラボラトワール　ラ　プレ

リー　ソシエテ　アノニム）
Laboratoires La Prairie SA（ラボラトワール　ラ　プレ

リー　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

商標権 「DVD」に係る商標 4231776 ＤＶＤ－Ｒディスク、ＤＶＤプレーヤ 平成27年4月22日 平成35年1月22日
ディー・ヴイ･ディー･フォーマット･ロゴ･ライセンシン

グ株式会社
ディー・ヴイ・ディー・フォーマット・ロゴ・ライセンシン

グ株式会社
特許業務法人　松原･村木国際特許事務所 03-3263-7676

商標権 「Apple」「EarPods」に係る商標 4696655

スマートフォン、タブレット型コンピュータ、ノートブック
型コンピュータ、スマートフォンの部分品（背面板）、
半導体チップ、スマートフォンケース、タブレット型コ
ンピュータ用カバー ノートブック型コンピュータ用カ

平成27年8月6日 平成33年11月8日 アップル　インコーポレイテッド アップル　インコーポレイテッド ベーカー＆マッケンジー法律事務所 03-6271-9900

商標権 「YVES　SAINT　LAURENT」に係る商標 1966843
かばん・財布類、洋服類、ティーシャツ、スマートフォ

ンケース
平成28年5月24日 平成31年8月28日 イヴ・サン・ローラン イヴ・サン・ローラン

株式会社ケリングジャパン　   法務部　知的財産担
当

03-3486-2156

商標権 「BURBERRY」に係る商標 5361804
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
平成28年7月21日 平成31年6月23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

権利の種類
知的財産の内容

（還流CDはタイトル）

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

商標権 ｢CHANEL｣に係る商標 4964604

バッグ・かばん及びその部品、財布・キーケース・
カードケース・ポーチ等の小物及びその部品、靴類、
コート、スーツ、ジャケット、ドレス、セーター、シャツ・
ブラウス スカート ズボン Tシャツ 下着 水着 靴

平成9年4月10日 平成34年8月6日 シャネル　エス　アー　エール　エル シャネル　エス　アー　エール　エル シャネル合同会社　法務部 03-3566-6395

権利の種類
知的財産の内容

（還流CDはタイトル）

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

著作隣接権 LOVE CLASSICS 浜崎あゆみ 音楽用CD 平成27年3月6日 平成31年1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・エンタテイメント株式会社
エイベックス株式会社　経理法務本部　コーポレート

経理法務グループ　第２法務ユニット
03-6714-6308

著作隣接権 PARODY 大橋トリオ 音楽用CD 平成27年3月6日 平成31年1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・エンタテイメント株式会社
エイベックス株式会社　経理法務本部　コーポレート

経理法務グループ　第２法務ユニット
03-6714-6308

著作隣接権 皇帝＆戴冠式
辻井伸行＆オルフェウス室内管弦

楽団
音楽用CD 平成27年3月17日 平成31年1月20日

エイベックス･クラシックス・インターナショナル株式
会社

エイベックス・エンタテイメント株式会社
エイベックス株式会社　経理法務本部　コーポレート

経理法務グループ　第２法務ユニット
03-6714-6308

著作隣接権 透明な色 乃木坂４６ 音楽用CD 平成27年4月23日 平成31年1月6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

著作隣接権 Ｂｅｓｔ　ｏｆ　Ｔｏｒｎａｄｏ 凛として時雨 音楽用CD 平成27年4月23日 平成31年1月13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

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。

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。

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。

 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

平成31年1月分
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。



著作隣接権 透明な色 乃木坂４６ 音楽用CD 平成27年5月13日 平成31年1月6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

著作隣接権 あなたが寝てる間に 安藤裕子 音楽用CD 平成28年6月16日 平成31年1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・エンタテイメント株式会社
エイベックス株式会社　経理法務本部　コーポレート

経理法務グループ　第２法務ユニット
03-6714-6308


