
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

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 スーツケースに係る意匠 1514848 スーツケース 平成31年4月8日 令和2年12月5日 株式会社ティーアンドエス 株式会社ティーアンドエス せいしん特許法律事務所 03-6256-9421

意匠権 マッサージ器具に係る意匠 1604182 マッサージ器具 平成31年4月12日 令和3年4月20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

意匠権 トナーカートリッジに係る意匠 1468499 トナーカートリッジ 平成31年4月25日 令和5年4月24日 ブラザー工業株式会社 ブラザー工業株式会社 ブラザー工業株式会社　知的財産部 052-824-2462

意匠権 美容用ローラーに係る意匠 1573564 美容用ローラー 平成31年4月25日 令和2年3月10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

意匠権 自動車用タイヤに係る意匠 1380166 自動車用タイヤ 平成31年4月26日 令和5年4月25日 TOYO TIRE株式会社 TOYO TIRE株式会社 特許業務法人藤本パートナーズ 06-6271-7908

商標権 「ACRO/アクロ」の商標 5266825 化粧品 平成31年4月9日 令和元年9月18日 株式会社ACRO 株式会社ACRO 株式会社ACRO コーポレート部門 03-3779-3740

商標権 「ＴＨＫ」の商標 4219102 リニアガイド（直線案内用ベアリング、機械要素） 平成31年4月19日 令和5年4月18日 ＴＨＫ株式会社 ＴＨＫ株式会社
ＴＨＫ株式会社

特許部　契約・企画課
03-5730-3861

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 「ARAX」に係る商標 4601019 衛生マスク 平成29年11月10日 令和3年11月9日 株式会社アラクス 株式会社アラクス 特許業務法人サトー国際特許事務所 052-251-2707

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

特許権 トナーコンテナに係る特許発明 5259088(請求項1) トナーコンテナ 平成30年10月31日 令和2年5月2日 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 京セラドキュメントソリューションズ株式会社
京セラドキュメントソリューションズ株式会社　法務知

的財産部
06-6764-3548

意匠権 コンパクトに係る意匠 1363825 コンパクト 平成23年4月15日 令和5年4月14日 花王株式会社 花王株式会社 花王株式会社法務・コンプライアンス部門 03-3660-7149

意匠権 飲料容器に係る意匠 1384262 飲料容器（携帯用魔法瓶） 平成25年6月10日 令和5年3月5日 サーモス株式会社 サーモス株式会社 木戸特許事務所 03-3256-6469

意匠権 つけまつ毛用ピンセットに係る意匠 1403594 つけまつ毛用ピンセット 平成27年4月27日 令和2年11月19日 ノーブル株式会社 ノーブル株式会社 ノーブル株式会社 03-6821-7955

意匠権 ロボットに係る意匠 1498059 ロボット 平成30年6月26日 令和5年4月18日 ソフトバンクロボティクス株式会社 ソフトバンク・ロボティクス・ヨーロッパ ソフトバンクロボティクス株式会社法務部 03-6889-6441

商標権 ｢FUJITSU｣に係る商標 2525229 パソコン用ＡＣアダプター 平成12年10月3日 令和2年5月26日 富士通株式会社 富士通株式会社
富士通株式会社 法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・知的財産本部

知的財産センター
044-754-3044

商標権 ｢santafe｣に係る商標 4312765
トレーナー　トレーナーとズボンのセット、セーター、
カーディガン、ウインドブレーカ－　ウインドブレー

カーとズボンのセット
平成15年3月31日 令和4年12月27日 株式会社イグルス 株式会社イグルス 株式会社イグルス管理部 06-6227-1129

商標権 ｢BANANAREPUBLIC｣に係る商標 1788180 女性用シャツ・ブラウス 平成18年3月22日 令和4年5月24日
バナナリパブリック（アイ　ティー　エム）インコーポレ

イテッド
バナナリパブリック（アイ　ティー　エム）インコーポレ

イテッド
TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 ｢MICROSOFT｣に係る商標 4258783
コンピュータソフトウェアが記録された記録媒体（ＣＤ
又はＤＶＤ）、コンピュータソフトウェアのプロダクト

キー
平成21年6月25日 令和2年6月30日 マイクロソフト　コーポレイション マイクロソフト　コーポレイション ＴＭＩ総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「 a 」の図形に係る商標 4429479 録画済みＤＶＤ 平成25年4月24日 令和2年11月2日 エイベックス株式会社 エイベックス株式会社
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

商標権 「楕円形の中に「havaianas」の文字」に係る商標 4260276 サンダル、サンダル底 平成25年5月8日 令和5年4月9日 アルパルガタス　エス　エイ アルパルガタス　エス　エイ 特許業務法人松原・村木国際特許事務所 03-3263-7676

商標権 「ＭＩＣＨＡＥＬ　ＫＯＲＳ」に係る商標 2543771 かばん・財布類、時計、サングラス、帽子、履物 平成27年4月10日 令和3年4月28日
マイケル　コース（スイッツァランド）インターナショナ
ル　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレンクテル　ハフツ

ング

マイケル　コース（スイッツァランド）インターナショナ
ル　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレンクテル　ハフツ

ング
みなとみらい特許事務所 045-228-7531

商標権 「GOLF PRIDE」に係る商標 5610425 ゴルフグリップ 平成27年4月22日 令和5年4月21日 イートン　コーポレーション イートン　コーポレーション 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所 03-3253-5371

１． 輸⼊差⽌申⽴て

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。

平成31年4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。

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。



商標権 「LEVITRA」に係る商標 国際744146 薬剤、薬剤の説明書、薬剤の包装ラベル 平成27年4月23日 令和2年9月25日
バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼル

シャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼル

シャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
ﾊﾞｲｴﾙ薬品株式会社 06-6133-7002

商標権 「ビューティーバー」に係る商標 5223558 家庭用美顔器 平成27年11月17日 令和5年4月17日 岡田　英二 岡田　英二 真英法律事務所　菊名支店 045-717-6855

商標権 「STARBUCKS」に係る商標 2580898

マグカップ、カップ用スリーブ、コースター、加湿器、
スマートフォンケース、キーホルダー、クッションカ
バー、かばん類、ティーシャツ、靴下、バッテリー

チャージャー（電池）、ステッカー

平成28年4月21日 令和4年4月6日 スターバックス・コーポレイション スターバックス・コーポレイション 窪田法律事務所 03-6452-9280

商標権 「Jack Wolfskin」に係る商標 2268190 洋服類、ティーシャツ、かばん類 平成28年6月29日 令和2年9月21日

ジャック・ウルフスキン・アウスリュストゥング・フュー
ア・ドラウセン・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテ
ル・ハフツング・ウント・コムパニー・コマンディット・ゲ

ゼルシャフト・アウフ・アクチェン

ジャック・ウルフスキン・アウスリュストゥング・フュー
ア・ドラウセン・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテ
ル・ハフツング・ウント・コムパニー・コマンディット・ゲ

ゼルシャフト・アウフ・アクチェン

株式会社キャラバン 商品部 03-3944-2460

商標権 「ALBION」に係る商標 2133542 スキンコンディショナー 平成30年7月17日 令和3年10月5日 株式会社アルビオン 株式会社アルビオン
特許業務法人ＨＡＲＡＫＥＮＺＯ　ＷＯＲＬＤ　ＰＡＴＥＮ

Ｔ　＆　ＴＲＡＤＥＭＡＲＫ
03-3433-5810

著作権 映画著作物「風の谷のナウシカ」 ＤＶＤ 平成17年4月12日 令和5年4月11日 株式会社スタジオジブリ 株式会社スタジオジブリ 株式会社スタジオジブリ制作業務部 0422-53-5674

著作権 映画著作物「となりのトトロ」
ぬいぐるみ、ストラップ、キーホルダー、クッション、

石像
平成17年4月12日 令和5年4月11日 株式会社スタジオジブリ 株式会社スタジオジブリ 株式会社スタジオジブリ制作業務部 0422-53-5674

著作権
映画著作物「隠し砦の三悪人　ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ＰＲＩＮ

ＣＥＳＳ」
ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成21年5月8日 令和5年5月7日 東宝株式会社 東宝株式会社（他７社） 東宝株式会社法務部知財管理室 03-3591-4651

著作権 映画著作物「告白」 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成23年4月12日 令和5年4月11日 東宝株式会社 東宝株式会社（他8社） 東宝株式会社法務部知財管理室 03-3591-4651

著作権 映画著作物「宇宙兄弟」 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成25年4月18日 令和5年4月17日 東宝株式会社 東宝株式会社（他8社） 東宝株式会社法務部知財管理室 03-3591-4651

著作権 「ピカチュウ」の絵画
ぬいぐるみ、パジャマ、クッション、ノート、メモ帳、毛

布、ゴムボール、トランプ
平成27年6月4日 令和5年6月3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

不正競争防止法 B-CASカードに係る技術的制限手段 B-CASカード 平成27年5月11日 令和5年5月10日
株式会社ビーエス・コンディショナル　アクセス　シス
テムズ、スカパーJSAT株式会社、株式会社スター

チャンネル、株式会社WOWOW

株式会社ビーエス・コンディショナル　アクセス　シス
テムズ、スカパーJSAT株式会社、株式会社スター

チャンネル、株式会社WOWOW

株式会社ビーエス・コンディショナル　アクセス　シス
テムズ　監理部等

03-5766-7560

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
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 モータースクーターに係る意匠 1413347 モータースクーター 平成25年8月28日 平成31年4月8日 本田技研工業株式会社 本田技研工業株式会社 ひらお法律特許事務所 03-5315-4581

商標権 「LéKué」に係る商標 5407869 電子レンジ調理用容器 平成25年4月25日 平成31年4月24日 コラムジャパン株式会社 コラムジャパン株式会社 西村啓一国際特許事務所 03-6205-7207

著作隣接権 2ＰＭ　ＯＦ　２ＰＭ ２ＰＭ 音楽用CD 平成27年7月24日 平成31年4月14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

２． 輸出差⽌申⽴

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 「ALBION」に係る商標 2133542 スキンコンディショナー 平成30年7月17日 令和3年10月5日 株式会社アルビオン 株式会社アルビオン
特許業務法人ＨＡＲＡＫＥＮＺＯ　ＷＯＲＬＤ　ＰＡＴＥＮ

Ｔ　＆　ＴＲＡＤＥＭＡＲＫ
03-3433-5810

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。


