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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
自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア

マットセットに係る意匠
1504269

自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア
マットセット

平成28年11月11日 平成29年7月4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 美容用ローラーに係る意匠 1426576 美容用ローラー 平成28年11月21日 平成32年11月20日 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ 株式会社MTG 052-481-5001

意匠権 画像形成機用プロセスカートリッジに係る意匠 1380834 トナーカートリッジ 平成28年11月24日 平成32年11月23日 株式会社　リコー 株式会社リコー
株式会社リコー知的財産本部知的財産戦略セン

ター知的財産運用部
046-292-6405

意匠権 マッサージ具に係る意匠 1374521 マッサージ具 平成28年11月28日 平成29年10月23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29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 「妖怪ウォッチ」に係る商標 5481728 プラモデル、腕時計型玩具、腕時計 平成28年11月7日 平成32年11月6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

商標権 「FREDRIK PACKERS」に係る商標 5827141 かばん類 平成28年11月24日 平成32年11月23日 有限会社レッド 有限会社レッド 有限会社レッド 096-273-7216

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 「MCM」の文字と図柄の結合商標 1485954 かばん類・財布・スマートフォン用ケース 平成26年4月15日 平成32年4月14日
エムシーエム　ホールディング　アクチエンゲゼル

シャフト
エムシーエム　ホールディング　アクチエンゲゼル

シャフト
浅村法律事務所、特許業務法人浅村特許事務所 03-5715-8622

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 平成31年4月9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 「ABERCROMBIE&FITCH」「HOLLISTER」に係る商標 5427515
洋服類、ティーシャツ、下着、帽子、サンダル類、か

ばん類
平成27年8月20日 平成29年5月18日

アバクロンビー　アンド　フィッチ　ヨーロッパ　エス
アーゲーエル

アバクロンビー　アンド　フィッチ　ヨーロッパ　エス
アーゲーエル

創英国際特許法律事務所 03-6738-8001

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

ジ

平成28年4月21日 平成29年2月24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 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 03-3433-3939

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
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
4627367（請求項1） 電荷制御剤 平成27年9月2日 平成29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 045-878-0920

意匠権
自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア

マットセットに係る意匠
1487703

自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア
マットセット

平成26年12月9日 平成29年12月6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

商標権
｢ハイマッキー｣｢マッキー｣に係る商標、フェルトペン

の立体商標
4389777 油性マーカー 平成17年11月8日 平成32年6月9日 ゼブラ株式会社 ゼブラ株式会社

ゼブラ株式会社CSR推進本部知的財産部知的財産
課

03-3268-1190

商標権 ｢DIESEL｣に係る商標 3252866
デニム（ジーンズ）、Ｔシャツ、シャツ、ベルト、バッグ
（かばん）、下着、帽子、ジャケット（ジャンパーを含

む）、財布、セーター
平成18年7月13日 平成29年1月31日 ディーゼル・エセペーア ディーゼル・エセペーア ディーゼルジャパン株式会社　ロジスティクス部 06-6253-1955

商標権 ｢MaxMara｣に係る商標 2474364 コート 平成19年9月5日 平成32年11月30日
マックス　マーラ　ファッションスペースグループ　エ

ス　アール　エル
マックス　マーラ　ファッションスペースグループ　エ

ス　アール　エル
長島・大野・常松法律事務所 03-6889-7310

商標権 「いたずらBANK」に係る商標 5311668 貯金箱 平成22年11月25日 平成32年3月26日 株式会社シャイン 株式会社シャイン 株式会社シャイン管理本部 03-5823-8310

商標権 「DSiLL」「NDS」に係る商標 5343766
携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び付属
品、携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ACアダプ

ター、および携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプ
グ 憶 ジ

平成22年12月14日 平成32年8月6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 ｢DIESEL｣に係る商標 3252866 ポロシャツ 平成24年11月19日 平成29年1月31日 ディーゼル・エセペーア ディーゼル・エセペーア ディーゼルジャパン株式会社　ロジスティクス部 06-6253-1955

商標権 「宮殿」に係る商標 5479860 キムチ 平成25年1月24日 平成33年1月23日 株式会社五星コーポレーション 株式会社五星コーポレーション 戸塚特許事務所 03-3539-1911

商標権 「DANCE WITH DRAGON」に係る商標 5008796 キャディーバッグ 平成26年6月10日 平成32年12月8日 ウィッツ株式会社 ウィッツ株式会社 ウィッツ株式会社 075-254-7888

平成28年11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

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。

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 「MINNETONKA」に係る商標 5128045 履物 平成26年11月27日 平成30年4月11日
ミネトンカ　モカシン　カンパニー　インコーポレイテッ

ド
ミネトンカ　モカシン　カンパニー　インコーポレイテッ

ド
原田雅章知財事務所 045-878-0920

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 ｢N｣に係る商標 4632271 靴・履物全般 平成11年12月20日 平成31年6月25日 ニュー・バランス・ライセンシング・エルエルシー ニュー・バランス・ライセンシング・エルエルシー 株式会社ニューバランスジャパン 03-5577-2304

商標権 「ソンガネ（標準文字）」に係る商標 5543393
冷麺のめん、スープ付冷麺のめん、ソース付冷麺の

めん、冷麺スープ
平成25年11月26日 平成31年11月25日 株式会社五星コーポレーション 株式会社五星コーポレーション 戸塚特許事務所 03-3539-1911

商標権 「NEW BALANCE」に係る商標 1780306 靴全般 平成28年8月30日 平成32年8月29日
ニュー バランス アスレティックス, インコーポレイテッ

ド
ニュー バランス アスレティックス, インコーポレイテッ

ド
㈱ニューバランスジャパン 03-5577-2304

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 ｢BURBERRY｣に係る商標 0389986
Ｔシャツ、ポロシャツ、トレーナー、セーター、カーディ

ガン、シャツ、タンクトップ、スカート、パンツ、ワン
ピース、ベスト、パーカ、ジャケット、コート、マフ

バ グ 布

平成17年11月29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

商標権 ｢BURBERRY｣に係る商標 1524061
Ｔシャツ、ポロシャツ、シャツ、セーター、カーディガ
ン、パンツ、ベスト、パーカ、ジャケット、コート、ベル

ト、下着
平成25年5月22日 平成30年7月18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
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 「OKI」に係る商標 1910867 トナー 平成25年8月22日 平成28年11月27日 沖電気工業株式会社 沖電気工業株式会社 特許業務法人きさ特許商標事務所 03-6367-5990

著作権 映画著作物「学校じゃ教えられない！」 ＤＶＤおよびその他記録媒体 平成20年11月6日 平成28年11月5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 03-6215-2884

著作隣接権 アイノビート Kis-My-Ft2 音楽用CD 平成24年12月14日 平成28年11月13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
03-5786-8361

著作隣接権 ＢＥＳＴ　ＳＴＯＲＹ～Ｌｉｆｅ　ｓｔｏｒｉｅｓ～ ＪＵＪＵ 音楽用CD 平成25年4月16日 平成28年11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　ＳＴＯＲＹ～Ｌｏｖｅ　ｓｔｏｒｉｅｓ～ ＪＵＪＵ 音楽用CD 平成25年4月16日 平成28年11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 シャングリラ ムック 音楽用CD 平成25年4月16日 平成28年11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

著作隣接権 ＴＨＥ　ＯＮＥ ＵＶＥＲｗｏｒｌｄ 音楽用CD 平成25年4月16日 平成28年11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

著作隣接権 ＭＥＬＯＤＹ 清水翔太 音楽用CD 平成25年4月16日 平成28年11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

著作隣接権 ヒカルものたち 渡辺麻友 音楽用CD 平成25年10月7日 平成28年11月20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

申立期間の終了（輸入）
※申立てに複数権利を包含するものもあります。

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。

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。
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