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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
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
（電話番号）

意匠権 自動二輪車用タイヤに係る意匠 1301132 自動二輪車用タイヤ 平成28年10月24日 平成32年10月23日 住友ゴム工業株式会社 住友ゴム工業株式会社 住友ゴム工業株式会社　知的財産部 078-265-5743

意匠権 車両用尾灯に係る意匠 1498734 車両用尾灯 平成28年10月28日 平成29年4月25日 株式会社小糸製作所 株式会社小糸製作所 株式会社小糸製作所 知的財産部 054-345-9948

商標権 「PLAY ARTS 改/KAI」に係る商標 5626781 フィギュア 平成28年10月4日 平成32年10月3日 株式会社スクウェア・エニックス 株式会社スクウェア・エニックス 株式会社スクウェア・エニックス 法務・知的財産部 03-5292-8100

商標権 「DANIEL WELLINGTON」に係る商標 1135742 腕時計及びその附属品 平成28年10月11日 平成32年10月10日 ダニエル　ウエリントン　アーベー ダニエル　ウエリントン　アーベー 西村あさひ法律事務所 03-6250-6200

商標権 「smally」に係る商標 5239686 レインウェア、雨靴 平成28年10月18日 平成31年6月19日 株式会社フェリシモ 株式会社フェリシモ 株式会社フェリシモ　法務知財部知財グループ 078-325-5751

著作隣接権 THE STILL LIFE 平井堅 音楽用CD 平成28年10月12日 平成32年7月5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

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
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
（電話番号）

特許権 カートリッジに係る特許発明 5682732（請求項13、14） インクカートリッジ 平成28年5月18日 平成30年1月23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 はる総合法律事務所 03-5276-6460

意匠権 首掛けライトに係る意匠 1341981 首掛けライト 平成26年11月5日 平成31年9月19日 パナソニック株式会社 パナソニック株式会社
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ&ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｼｽﾃﾑｽﾞ社 技術

本部 知財戦略部
06-6994-4548

商標権 「PSの図形」に係る商標 4440718-2 家庭用ゲーム機用コントローラー 平成24年5月15日 平成29年2月23日 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

法務・渉外部　知財法務課
050-3807-0507

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31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 「ＰＳ４」に係る商標 5607503 家庭用ゲーム機用コントローラーの充電スタンド 平成27年12月11日 平成32年4月14日 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

法務・渉外部　知財法務課
050-3807-0507

著作権 映画の著作物「妖怪ウォッチ」
Tシャツ、携帯電話ケース、キーホルダー、手提げか
ばん、布リボン、ショルダーポーチ、プラスチックメダ

ル（玩具）、ぬいぐるみ
平成27年12月17日 平成31年12月16日 株式会社レベルファイブ 株式会社レベルファイブ TMI総合法律事務所 03-6438-5511

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
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
（電話番号）

意匠権
座骨矯正用座具（プラスチック成型パッド）に係る意

匠
1164432 座骨矯正用座具 平成16年12月20日 平成29年12月6日 株式会社サンファミリー 株式会社サンファミリー 株式会社サンファミリー商品部企画開発課 079-438-7006

意匠権 美容用ローラーに係る意匠 1387971 美容用ローラー 平成22年10月20日 平成32年10月19日 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ 特許業務法人オンダ国際特許事務所 058-265-1810

意匠権 美容用ローラーに係る意匠 1387971 美容用ローラー 平成22年10月20日 平成32年10月19日 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ 特許業務法人オンダ国際特許事務所 058-265-1810

意匠権 素肌マッサージ用美容ローラーに係る意匠 1291048 素肌マッサージ用美容ローラー 平成23年4月20日 平成29年12月8日 株式会社サンファミリー 株式会社サンファミリー 株式会社サンファミリー商品部企画開発課 079-438-7006

意匠権 美容用ローラーに係る意匠 1511917 美容用ローラー 平成28年4月22日 平成32年10月17日 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ 株式会社MTG 052-481-1127

意匠権 マッサージ器に係る意匠 1484532 マッサージ器 平成28年4月22日 平成32年10月18日 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ 株式会社MTG 052-481-1127

意匠権 美容用ローラーに係る意匠 1426575 美容用ローラー 平成28年5月13日 平成32年10月7日 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ 株式会社MTG 052-481-1127

商標権 ｢RED WING SHOES｣に係る商標 2284647 ワークブーツ 平成9年9月1日 平成32年11月30日
レツド　ウイング　シユー　カンパニー　インコーポレ

イテイド
レツド　ウイング　シユー　カンパニー　インコーポレ

イテイド
牛島総合法律事務所 03-5511-3200

商標権 ｢ILLUMINATOR」「G｣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30年5月15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　法務・知的財産統轄部　法

務部
03-5334-4608

平成28年10月分

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

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。

１．　輸入差止申立て

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・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。
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商標権 ｢Capsule Station｣に係る商標 4815270 プラスチック製玩具 平成17年2月1日 平成32年11月5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 「MOROCCANOIL」に係る商標 5262681 ヘアオイル 平成24年10月10日 平成31年9月4日 モロッカンオイル　イスラエル　リミテッド モロッカンオイル　イスラエル　リミテッド TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権
「「Ω」の図形」、「「Ω」の図形と「OMEGA」の文字の

結合」に係る商標
0771474 腕時計 平成24年10月19日 平成32年10月18日 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「LUMINOX」に係る商標 4811667 腕時計 平成25年1月30日 平成32年10月22日 エル　アンド　エム　スイス　ウォッチ　リミテッド エル　アンド　エム　スイス　ウォッチ　リミテッド 特許業務法人きさ特許商標事務所 03-6367-5990

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 伊藤忠商事株式会社法務部 03-3497-4091

商標権 「BREGUET」に係る商標 1231376 腕時計 平成25年3月29日 平成32年11月4日
モントル　ブレゲ　ソシエテ　アノニム（MONTRES

BREGUET SA）
モントル　ブレゲ　ソシエテ　アノニム（MONTRES

BREGUET SA）
TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権
「CONVERSE」　「ALL STAR」　「Jack Purcell」に係

る商標
3231566-1 靴 平成25年8月1日 平成29年9月21日 伊藤忠商事株式会社 伊藤忠商事株式会社 コンバースフットウェア株式会社 03-5785-8736

商標権
「SPEED LEARNING」「ESPRIT LINE」「ESPRIT LINE

（標準文字）」
に係る商標

4820702 録音済みＣＤ、録画済みＤＶＤ、テキスト 平成26年7月1日 平成32年6月16日 株式会社エスプリライン 株式会社エスプリライン 株式会社　エスプリライン　総務担当 049-249-2220

商標権 「KENWOOD」に係る商標 1904674 ぶどう酒 平成26年10月6日 平成32年10月5日 株式会社ＪＶＣケンウッド 株式会社ＪＶＣケンウッド
株式会社ＪＶＣケンウッド　技術・生産戦略統括部

知的財産部
045-450-2421

商標権 「LINE」に係る商標 5544081 スマートフォン用のカバー 平成26年10月24日 平成32年10月23日 ＬＩＮＥ株式会社 ＬＩＮＥ株式会社
LINE株式会社　コンプライアンス・リスク管理室　知

的財産チーム
03-5155-0110

商標権 ｢MILLET｣に係る商標 4143390 洋服類、帽子 平成26年10月31日 平成30年5月8日 ミレ　マウンテン　グループ　エスエーエス ミレ　マウンテン　グループ　エスエーエス 特許業務法人ＹＫＩ国際特許事務所 0422-21-2340

商標権 ｢となりのトトロ｣に係る商標 4572804
携帯電話機の付属品、身飾品、かばん・財布類、お

もちゃ
平成26年11月18日 平成32年11月17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「崖の上のポニョ」 ＤＶＤ、その他記録媒体 平成20年10月24日 平成32年10月23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「僕等がいた　前篇」 DVD、その他の記録媒体 平成24年11月26日 平成32年11月25日 東宝株式会社 東宝株式会社（他５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「TRF イージー・ドゥ・ダンササイズ」

DISC1～7
ＤＶＤ、その他の記録媒体 平成24年11月30日 平成32年11月29日 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社

ｴｲﾍﾞｯｸｽ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社　法務契約
本部　法務部　法務課

03-5545-9331

著作権 映画著作物「僕等がいた　後篇」 ＤＶＤ、その他の記録媒体 平成24年11月30日 平成32年11月29日 東宝株式会社 東宝株式会社（他５社） 東宝株式会社法務部知財管理室 03-3591-4651

著作隣接権 WHO'S BACK? BoA 音楽用CD 平成26年11月10日 平成30年9月2日 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社

法務契約本部　法務部　法務課
03-5545-9331

著作隣接権 ラ・カンパネラ～ヴィルトゥオーゾ・リスト！ 辻井伸行 音楽用CD 平成26年11月26日 平成30年9月23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・ミュージック・クリエイティヴ株式会社

エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社
法務契約本部　法務部　法務課

03-5545-9331

著作隣接権 STARTING OVER Dorothy Little Happy 音楽用CD 平成26年11月26日 平成30年2月25日 エイベックス･ミュージック・クリエイティヴ株式会社 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社

法務契約本部　法務部　法務課
03-5545-9331

著作隣接権 Sky's The Limit V6 音楽用CD 平成26年12月25日 平成30年10月21日 エイベックス･ミュージック・クリエイティヴ株式会社 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社

法務契約本部　法務部　法務課
03-5545-9331

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
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
（電話番号）

商標権 「SEIKO」に係る商標 1613546 腕時計 平成24年4月10日 平成31年9月29日 セイコーホールディングス株式会社 セイコーホールディングス株式会社 セイコーホールディングス株式会社法務部 03-3564-4083

商標権 「Rａｙ・Bａｎ」に係る商標 1624735
サングラス、眼鏡フレーム（ダミーレンズ入りを含

む）、サングラス（眼鏡）ケース
平成25年5月27日 平成31年10月27日 ラクソティカ・グループ・エッセ・ピ・ア ラクソティカ・グループ・エッセ・ピ・ア ミラリジャパン株式会社 03-3514-2911

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
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
（電話番号）

意匠権 ストラップ用クリップに係る意匠 1128562 ストラップ用クリップ 平成24年2月7日 平成28年10月19日 株式会社マーゼンプロダクツ 株式会社マーゼンプロダクツ 株式会社マーゼンプロダクツ営業課 0561-73-3411

意匠権 携帯電話ケースに係る意匠 1422246 携帯電話ケース 平成26年10月14日 平成28年10月13日 グァク　ミナ グァク　ミナ ユアサハラ法律特許事務所 03-3270-6641

意匠権 携帯電話スタンドに係る意匠 1436179 携帯電話スタンド 平成26年10月14日 平成28年10月13日 グァク　ミナ グァク　ミナ ユアサハラ法律特許事務所 03-3270-6641

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。
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商標権 「ISTORAGE」に係る商標 4529039
バッテリー機能、Ｗｉ－Ｆｉルータ機能、ＵＳＢメモリー

やＳＤカードを接続する機能（ストレージ機能）を一つ
にまとめた商品

平成26年10月6日 平成28年10月5日 日本電気株式会社 日本電気株式会社 日本電気株式会社　知的財産本部　開発推進部 03-3798-5486

著作隣接権 Ｏｆｆｅｒ Ｍｕｓｉｃ Ｂｏｘ 玉置　浩二 音楽用CD 平成25年5月23日 平成28年10月23日 株式会社スティーズラボミュージック 株式会社スティーズラボミュージック
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント　知

的財産戦略グループIMオフィスIS課
03-5786-8361

著作隣接権 Ａｃｏｕｓｔｉｃ＆Ｄｉｎｉｎｇ ＤＥＰＡＰＥＰＥ 音楽用CD 平成25年7月16日 平成28年10月2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 CASSETTEFUL DAYS ～Japanese Pops Covers～ 土岐麻子 音楽用CD 平成26年2月12日 平成28年10月9日 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社

法務契約本部　法務部　法務課
03-5545-9331
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