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。

平成30年1月分

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

商標権

「ＦＡＭＩＬＹ ＣＯＭＰＵＴＥＲ」に係る商標

4745141

家庭用テレビゲームおもちゃ

平成30年1月4日

商標権

クローバーの図形に係る商標

5731642

ペンダント、ネックレス、指輪、ブレスレット、イヤリン
グ

著作権

映画の著作物「ラブライブ!サンシャイン‼」に係る著
作権

著作隣接権

moumoon acoustic selection
-ACOMOON-

moumoon

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先
（電話番号）

平成34年1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

平成30年1月29日

平成34年1月28日

ヴァン クレフ エ アルペル エス アー

ヴァン クレフ エ アルペル エス アー

ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所

03-5220-6500

財布、スマートフォンケース、缶バッジ、Ｔシャツ、
バッグ、キーホルダー、マウスパッド、クリーナークロ
ス

平成30年1月19日

平成34年1月18日

株式会社サンライズ

株式会社サンライズ

株式会社サンライズ法務部

03-3395-7521

音楽用CD

平成30年1月15日

平成33年10月3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

エイベックス株式会社 グループ管理本部 コーポ
レート管理グループ 第2法務ユニット

03-6714-6308

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先
（電話番号）

侵害物品の品名

申立の有効期間 自 申立の有効期間 至

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。
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

意匠権

たばこ吸引具カートリッジに係る意匠

1554858

電子タバコ用カートリッジ

平成29年8月29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

商標権

「BAOBAO ISSEY MIYAKE」に係る商標

5435471

かばん類、財布

平成26年8月27日

平成32年4月30日

株式会社三宅デザイン事務所

株式会社三宅デザイン事務所

原田雅章知財事務所

045-878-0920

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先
（電話番号）

申立の有効期間 自 申立の有効期間 至

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

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33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

03-6452-9820

特許権

発光うちわに係る特許発明

3514748（請求項1）

発光うちわ

平成25年4月3日

平成31年1月23日

マイクロストーン株式会社

マイクロストーン株式会社

大澤特許事務所

03-5981-7885

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31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31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

平成9年7月22日

平成32年3月28日

フェンディ アデレ エス アール エル

フェンディ アデレ エス アール エル

フェンディ・ジャパン株式会社

03-3514-6170

平成26年7月1日

平成30年10月30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

03-4463-6453

平成26年9月22日

平成31年8月13日

株式会社ＳＵＢＡＲＵ

株式会社ＳＵＢＡＲＵ

長島・大野・常松法律事務所

03-6889-7491

差止申立人

権利者

申立人連絡先

申立人連絡先
（電話番号）

株式会社Supreme

株式会社ＪＶＣケンウッド

株式会社Supreme

03-5770-8510

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

｢FENDI｣に係る商標

1185546

商標権

「NIKE」に係る商標

1929898

商標権

「SUBARU」に係る商標

4304909

コート、パンツ、スパッツ、ポロシャツ、トレーナー、Ｔ
シャツ、ボストンバッグ、ブリーフケース、ハンドバッ
グ、ショルダーバッグ、リュックサック、トートバッグ、
ドバ グ ポ
布
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
鍵、自動車用照明器具及び附属品、自動車用ラジ
エターキャップ、自動車の部品・附属品、キーホル
ダー、ステッカー、ライター

申立の有効期間 自 申立の有効期間 至

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。
権利の種類

商標権

知的財産の内容
（還流CDはタイトル）
「Supreme」に係る商標

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

5898112

携帯電話機用ケース、携帯電話機用付属品

申立の有効期間 自 申立の有効期間 至

平成29年5月26日

平成33年5月25日

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

侵害物品の品名

意匠権

赤外線発生機に係る意匠

1166355

赤外線ヒーター

平成25年7月23日

平成30年1月10日

静岡製機株式会社

静岡製機株式会社

越川国際特許事務所

053-458-3412

商標権

「Christian Dior」に係る商標

3368286

かばん類・財布、靴類、洋服類、時計

平成26年9月8日

平成30年1月9日

クリスチャン ディオール クチュール

クリスチャン ディオール クチュール

特許業務法人 志賀国際特許事務所

03-5288-5811

著作隣接権

Shh

AFTERSCHOOL

音楽用CD

平成26年3月20日

平成30年1月28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

エイベックス株式会社 グループ管理本部 コーポ
レート管理グループ 第2法務ユニット

03-6714-6308

申立の有効期間 自 申立の有効期間 至

著作隣接権

LOVE before we DIE

moumoon

音楽用CD

平成26年4月9日

平成30年1月28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

エイベックス株式会社 グループ管理本部 コーポ
レート管理グループ 第2法務ユニット

03-6714-6308

著作隣接権

ＧＥＮＥＳＩＳ ＯＦ ２ＰＭ

２ＰＭ

音楽用CD

平成26年8月4日

平成30年1月28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

ＭＡＧＩ ＳＯＵＮＤＴＲＡＣＫ
～Ｔｏ ｔｈｅ ｋｉｎｇｄｏｍ ｏｆ ｍａｇｉｃ～

ＭＡＧＩ

音楽用CD

平成26年8月4日

平成30年1月21日

株式会社アニプレックス

株式会社アニプレックス

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

AUBE

藍井エイル

音楽用CD

平成26年10月29日

平成30年1月28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

GENESIS OF 2PM

2PM

音楽用CD

平成26年10月29日

平成30年1月28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

