
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

特許権 紙おしぼり製造装置に係る特許発明 5846533(請求項1) 紙おしぼり製造装置 平成30年3月6日 平成31年4月22日 三和紙工株式会社 三和紙工株式会社 三和紙工株式会社　八潮事業所 048-998-7900

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30年3月7日 平成31年8月27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

商標権 　「BVB09」に係る商標 国際797651 スマートフォンのケース、ブレスレット、ティーシャツ 平成30年3月9日 平成34年3月8日
ビーブイビー　マーチャンダイジング　ゲーエムベー

ハー
ビーブイビー　マーチャンダイジング　ゲーエムベー

ハー
みなとみらい特許事務所 045-228-7531

商標権 　「VANS」に係る商標 4682746 履物 平成30年3月19日 平成31年7月3日 バンズ　インコーポレイテッド バンズ　インコーポレイテッド 飯島商標特許事務所 03-3358-1221

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

商標権 「HYSTERIC MINI」に係る商標 5564265
洋服類、下着類、衣類付属品、かばん・財布類、織

物、携帯電話用ケース、携帯電話用付属品
平成25年9月24日 平成31年10月15日 株式会社オゾンコミュニティ 株式会社オゾンコミュニティ 三宅坂総合法律事務所 03-3500-1237

著作権 「あんぱんまん（主人公）」の絵本
ポーチペンケース、玩具、シール、コットンシート、ス
トラップ、サンダル用装飾品、石像、パジャマ、Tシャ
ツ、トレーナー、ズボン、パンツ、シーツ、巾着袋、

ポ ダ

平成21年8月21日 平成31年8月20日 株式会社やなせスタジオ 株式会社やなせスタジオ 日本テレビ音楽株式会社商品化ライセンスセンター 03-5275-1155

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

意匠権 自動車用警音器に係る意匠 1326989 自動車用警音器（ホーン） 平成24年5月24日 平成31年3月14日 株式会社ミツバサンコーワ 株式会社ミツバサンコーワ 志賀国際特許事務所 03-5288-5811

意匠権 マッサージ具に係る意匠 1331231 マッサージ具 平成27年8月14日 平成31年4月18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 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31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 　「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31年10月31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 「SONY」に係る商標 4988737
デジタルオーディオプレーヤー、イヤホン/ヘッドホ

ン、ビデオカメラ、ビデオカメラの収納バッグ、デジタ
ルカメラ、デジタルカメラの収納バッグ、ビデオカメラ

バ デジ バ

平成25年4月22日 平成31年12月4日 ソニー株式会社 ソニー株式会社
ソニー株式会社知的財産センター業務部トレード

マークGp
050-3750-4745

商標権 「Manhattan Portage」の文字と図形に係る商標 4804961 バッグ 平成22年7月23日 平成32年3月31日 株式会社コード ポーテージ　ワールドワイド　インコーポレーテッド 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所 03-3253-5375

商標権 「the bear's school」「くまのがっこう」に係る商標 5617343 財布、ストラップ、人形 平成25年11月26日 平成34年4月19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 「MINNETONKA」に係る商標 5128045 履物 平成26年11月27日 平成34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

商標権 「MINNETONKA」に係る商標 5128045 履物 平成27年6月26日 平成34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

商標権 「HAK<O」に係る商標 5042405 はんだごて及びこて先 平成22年10月4日 平成33年10月30日 白光株式会社 白光株式会社 白光株式会社R&Dセンター開発管理課 06-6561-8040

商標権 「LOUIS VUITTON」に係る商標 国際1127685
かばん・財布類、かばん金具、キーホルダー、南京
錠、ファスナー・ボタン、スマートフォン・携帯電話用
ケース及びアクセサリー、タブレット端末用ケース、

着

平成28年7月22日 平成31年2月27日 ルイ　ヴィトン　マルチエ ルイ　ヴィトン　マルチエ ルイ・ヴィトン　ジャパン株式会社 03-3514-6228

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

意匠権 携帯型洗濯機に係る意匠 1539391 携帯型洗濯機 平成28年2月17日 平成30年11月6日 アクア株式会社 アクア株式会社 秋元特許事務所 03-3475-1501

商標権 「roar」に係る商標 4888824 Tシャツ 平成24年4月2日 平成31年8月19日 マクニール株式会社 マクニール株式会社 弁護士法人虎ノ門スクウェア法律事務所 03-5408-1591

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。

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・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

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3月分



商標権 ｢DOLCE＆GABBANA｣に係る商標 2090068
Ｔシャツ、トレーナー、ベルト、眼鏡フレーム、サング
ラス、アクセサリー、靴下、時計、バッグ、靴、サンダ
ル、ジーンズ、マフラー、帽子、ポーチ、手袋、アクセ

ボ

平成17年1月25日 平成30年6月20日
ドルチェ・アンド・ガッバーナ　トレードマークス　エッ

セ・エルレ・エルレ
ドルチェ・アンド・ガッバーナ　トレードマークス　エッ

セ・エルレ・エルレ
ドルチェ・アンド・ガッバーナ・ジャパン株式会社 03-6419-2285

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

意匠権 ハンドドライヤーに係る意匠 1173558 ハンドドライヤー 平成28年3月30日 平成30年3月20日 ＴＯＴＯ株式会社 ＴＯＴＯ株式会社 ＴＯＴＯ株式会社 法務本部　知的財産センター 03-6836-2028

商標権 「COACH」に係る商標 3108381
アイウェア、携帯電話機の付属品、キーホルダー、

時計、身飾品
平成26年7月18日 平成30年3月20日 コーチ・インコーポレーテッド コーチ・インコーポレーテッド 桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

著作隣接権 Music EXILE ATSUSHI 音楽用CD 平成26年4月18日 平成30年3月11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 HIT! HIT! HIT! Kis-My-Ft2 音楽用CD 平成26年5月19日 平成30年3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 TREE 東方神起 音楽用CD 平成26年5月19日 平成30年3月4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 ずっと好きだった～ＡＬＬ　ＭＹ　ＣＯＶＥＲＳ～ 中島美嘉 音楽用CD 平成26年8月4日 平成30年3月11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 ＧＯＬＤ 玉置浩二 音楽用CD 平成26年9月22日 平成30年3月18日 株式会社ウルトラシープ 株式会社ウルトラシープ
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
ＴＡＰＥＳＴＲＹ　ＯＦ　ＳＯＮＧＳ　－ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　ＯＦ

ＡＮＧＥＬＡ　ＡＫＩ
アンジェラ・アキ 音楽用CD 平成26年10月29日 平成30年3月4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 Ｔａｌｅｓ　ｏｆ　Ｐｕｒｅｆｌｙ ＭＡＮ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＭＩＳＳＩＯＮ 音楽用CD 平成27年2月9日 平成30年3月11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
※申立てに複数権利を包含するものもあります。


	新規等

