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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 電子機器用コントローラに係る意匠 1478936 電子機器用コントローラ 平成29年5月18日 平成31年8月9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　法務課
050-3807-0507

商標権 　「ERMENEGILDO ZEGNA」に係る商標 1359785 洋服類、ベルト 平成29年5月2日 平成30年11月30日 コンシテックス・エス・アー コンシテックス・エス・アー みなとみらい特許事務所 045-228-7531

商標権 　「FERAGAMO」に係る商標 988940 履物、かばん・財布類、眼鏡、ベルト、ネクタイ 平成29年5月15日 平成30年3月6日 サルヴァトーレ　フェラガモ　エス．ピー．エー． サルヴァトーレ　フェラガモ　エス．ピー．エー． TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 　「CANADA GOOSE」に係る商標 4744993 洋服類 平成29年5月24日 平成33年5月23日
カナダ・グース・インターナショナル・アクチェンゲゼ

ルシャフト
カナダ・グース・インターナショナル・アクチェンゲゼ

ルシャフト
青山特許事務所 06-6316-1292

商標権 　「Supreme」に係る商標 5898112 携帯電話機用ケース、携帯電話機用付属品 平成29年5月26日 平成33年5月25日 有限会社ワングラム 株式会社ＪＶＣケンウッド 有限会社ワングラム 03-5770-8510

商標権 　「PSVITA」に係る商標 5555448 携帯用ゲーム機用ＡＣアダプター 平成29年5月29日 平成33年5月28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・渉外部法務課
050-3807-0507

著作隣接権 四季彩-shikisai- 和楽器バンド 音楽用CD 平成29年5月17日 平成33年3月21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・グループ・ホールディングス株式会社

グループ管理本部　コーポレート管理グループ
03-5545-9331

著作隣接権 ＳＣＡＮＤＡＬ ＳＣＡＮＤＡＬ 音楽用CD 平成29年5月25日 平成33年2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

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 たばこ吸引具バッテリーに係る意匠 1554861 電子タバコ用バッテリー 平成29年4月19日 平成31年6月24日 日本たばこ産業株式会社 日本たばこ産業株式会社 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
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 美容用ローラーに係る意匠 1443232 美容用ローラー 平成27年10月7日 平成30年5月11日 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ 株式会社MTG 052-481-5001

意匠権 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30年5月16日 株式会社オークローンマーケティング 株式会社オークローンマーケティング 小西・中村特許事務所 052-229-1070

商標権 ｢LUBRO MOLY｣に係る商標 4011129 潤滑剤（「グリース」又は「ペースト」） 平成20年4月1日 平成33年6月13日 磯　満宏 磯　満宏 磯満宏 0736-66-0109

商標権 ｢PUMA｣に係る商標 1663782
トレーニングシャツ・パンツ、ジャケット、ズボン、Ｔ

シャツ、ポロシャツ、スウェットシャツ・パンツ、コート、
下着、タンクトップ、靴、サンダル、バッグ、帽子、

平成24年10月24日 平成32年3月28日 プーマジャパン株式会社 プーマ　エスイー
プーマジャパン株式会社　業務・ＩＴ本部　ロジスティ

クス部
03-6362-0261

商標権 「NIKE」に係る商標 1929898
靴類、運動用特殊靴、洋服類、ティーシャツ、靴下、
手袋、帽子、運動用特殊衣類、かばん類・財布、時
計、眼鏡、身飾品、ペット用衣類、携帯電話附属品

平成26年7月1日 平成30年2月22日 ナイキ　イノヴェイト　シーヴィー ナイキ　イノヴェイト　シーヴィー ナイキジャパングループ合同会社法務部 03-5463-3555

商標権 「ＧＥＮＩＥ　ＢＲＡ」に係る商標 5575570 ブラジャー 平成27年2月23日 平成31年5月28日 株式会社テレビショッピング研究所 トリスター　プロダクツ、インコーポレイテッド 用賀法律事務所 03-5534-6116

商標権 「ALPINE」に係る商標 3306076 天井取付け型後席モニター 平成27年7月23日 平成33年5月16日 アルパイン株式会社 アルパイン株式会社 アルパイン株式会社　法務・知的財産部 0246-36-4111

商標権 「ABERCROMBIE&FITCH」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9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

育成者権 ひのみどり（いぐさ）に関する育成者権 9034 畳表、いぐさ原草 平成15年12月10日 平成30年6月26日 熊本県 熊本県 熊本県　農林水産部　生産局　農業技術課 096-333-2380

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 電子計算機用スタンドに係る意匠 1490445 電子計算機用スタンド 平成27年5月26日 平成31年5月25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　法務課
050-3807-0507

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。

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29年5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。

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。
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意匠権 スライド用ファスナーチェーンに係る意匠 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ｸﾞ事業本部 営業統括部 営業
推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ保護ﾁｰﾑ

03-3864-2090

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ｸﾞ事業本部 営業統括部 営業

推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ保護ﾁｰﾑ
03-3864-2090

商標権 ｢x-girl｣に係る商標 4362362 半袖Ｔシャツ、トレーナー、デニムパンツ、バッグ 平成14年7月3日 平成32年2月18日 株式会社ビーズインターナショナル 株式会社ビーズインターナショナル 和田・渡辺法律事務所 03-3512-3711

商標権 ｢BAYER｣に係る商標 0766790 勃起不全治療剤：レビトラ錠 平成18年12月18日 平成30年1月13日 バイエル　アクチエンゲゼルシヤフト バイエル　アクチエンゲゼルシヤフト ﾊﾞｲｴﾙ薬品株式会社 06-6133-7412

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32年2月19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　法務課
050-3807-0507

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
03-4316-2000

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 平成31年4月22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 06-6133-7412

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　法務課
050-3807-0507

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
株式会社ニューバランスジャパン 03-5577-2306

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
株式会社BIGFACE

ライセンス部
03-5148-0740

著作権 映画著作物「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

株式会社BIGFACE
ライセンス部

03-5148-0740

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29年5月26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

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 電気刺激器に係る意匠 1146067 電気刺激器 平成20年3月19日 平成29年5月10日 株式会社ホーマーイオン研究所 株式会社ホーマーイオン研究所 輝（ひかり）特許事務所 03-3212-3431

意匠権 清掃用ブラシに係る意匠 1146631 PCキーボード用ブラシ 平成27年1月15日 平成29年5月17日 株式会社マーナ 株式会社マーナ 株式会社マーナ　開発部（知的財産担当） 03-3829-1112

商標権
「「HR」「HELENARUBINSTEIN」の2段書き」に係る商

標
3300578 マスカラ 平成24年9月5日 平成29年5月2日 ヘレナ　ルビンスタイン ヘレナ　ルビンスタイン 日本ロレアル株式会社法務部 03-6911-8105

商標権 「SUPERGA」に係る商標 1954618 スニーカー 平成28年1月7日 平成29年5月29日 スペルガ　トレードマーク　エス　エイ スペルガ　トレードマーク　エス　エイ 特許業務法人オンダ国際特許事務所 058-265-1810

著作隣接権 カバ 堂本 剛 音楽用CD 平成25年7月16日 平成29年5月7日 株式会社ジャニーズ・エンタテイメント 株式会社ジャニーズ・エンタテイメント 株式会社ジャニーズ・エンタテイメント 03-3477-2150

著作隣接権 愛詞 中島美嘉 音楽用CD 平成25年12月4日 平成29年5月21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 Ｄｅｌｉｇｈｔ ｍｉｗａ 音楽用CD 平成26年1月20日 平成29年5月21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。

申立期間の満了
※申立てに複数権利を包含するものもあります。
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