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。
権利の登録番号
知的財産の内容
（著作隣接権は実演家名）
権利の種類
（還流CDはタイトル）
（著作権・不正競争防止法は空
欄）

平成30年2月分

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

ヘアーアイロンに係る意匠

1458944

ヘアーアイロン

平成30年2月7日

平成30年11月30日

株式会社プランニング１

株式会社プランニング１

川岸弘樹法律特許事務所

052-219-2066

商標権

「MHL」に係る商標

4681133

かばん類

平成30年2月20日

平成34年2月19日

株式会社アングローバル

株式会社アングローバル

高橋国際特許事務所

03-3281-7994

商標権

「OKI」に係る商標

5829093

トナー、トナーカートリッジ（充てんされたもの）、印字
用インクリボン

平成30年2月21日

平成34年2月20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

商標権

「Hの図形とHUBLOT」の商標

1753271

時計

平成30年2月23日

平成33年12月31日

ウブロ ソシエテ アノニム、ジュネーブ

ウブロ ソシエテ アノニム、ジュネーブ

特許業務法人 志賀国際特許事務所

03-5288-5811

4654372

ティーシャツ、洋服類、下着、靴下・手袋・マフラー
類、帽子、ヘアバンド、ベルト、かばん・財布類、靴
類、サンダル類、傘、時計及びその部品・附属品、
食器類、喫煙用具、キーホルダー、タオル、毛布、

平成30年2月23日

平成34年2月22日

株式会社Supreme

株式会社Supreme

株式会社Supreme

03-5770-8510

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

トレーニング機器、トレーニング機器用ジェルシート

平成28年4月7日

平成32年4月6日

株式会社ＭＴＧ

株式会社ＭＴＧ

株式会社MTG

052-481-5001

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

「Supreme」に係る商標

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。
権利の登録番号
権利の
知的財産の内容
（著作隣接権は実演家名）
種類
（還流CDはタイトル）
（著作権・不正競争防止法は空
欄）
商標権

「TRAINING GEAR/SIXPAD」に係る商標

5773988

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。
権利の登録番号
権利の
知的財産の内容
（著作隣接権は実演家名）
種類
（還流CDはタイトル）
（著作権・不正競争防止法は空
欄）
特許権

インクカートリッジに係る特許発明

3402366（請求項1、2）

インクジェットプリンタ用インクカートリッジ

平成16年3月22日

平成31年5月18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

意匠権

輪ゴムに係る意匠

1244650

輪ゴム

平成25年1月22日

平成32年5月20日

アッシュコンセプト株式会社

アッシュコンセプト株式会社

荒井特許・商標事務所

03-3421-1488

商標権

「M.A.C」に係る商標

4127857

化粧品、化粧用具

平成27年4月15日

平成34年3月27日

メークアップ アート コスメティックス インコーポ
レーテッド

メークアップ アート コスメティックス インコーポ
レーテッド

ＥＬＧＣ株式会社 法務部

03-5251-3200

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34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

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

平成31年5月7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

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

平成28年4月21日

平成31年5月7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

平成21年8月19日

平成32年7月5日

伊藤忠商事株式会社

ポール スミス グループ ホールディングス リミ
テッド

伊藤忠商事株式会社法務部

03-3497-4091

商標権

「STARBUCKS」に係る商標

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。
権利の登録番号
権利の
知的財産の内容
（著作隣接権は実演家名）
種類
（還流CDはタイトル）
（著作権・不正競争防止法は空
欄）
商標権

「STARBUCKS」に係る商標

2580898

商標権

「Paul Smith」に係る商標

1750075

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
ワイシャツ（男性用）、ネクタイ（男性用）、スーツ（男
性用）、ポロシャツ（男性用）、下着（男性用）

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

自動車用タイヤに係る意匠

1170155

自動車用タイヤ

平成25年3月27日

平成30年2月21日

横浜ゴム株式会社

横浜ゴム株式会社

青和特許法律事務所

03-5470-1900

著作隣接権

Bon Voyage

倖田來未

音楽用CD

平成26年4月23日

平成30年2月25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

RIDE ME

SUPER JUNIOR DONGHAE ＆
EUNHYUK

音楽用CD

平成26年6月11日

平成30年2月25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

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･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

