
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

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

特許権 ゲームコントローラの特許発明 6121034（請求項1） ゲームコントローラ 令和2年1月15日 令和2年4月7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

意匠権 電池の意匠 1483996 電池 令和2年1月9日 令和2年10月11日 ダイソン テクノロジー リミテッド ダイソン テクノロジー リミテッド 中村合同特許法律事務所 03-3211-1037

意匠権 マッサージ器の意匠 1497866 マッサージ器 令和2年1月30日 令和2年4月18日 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ　法務知的財産本部　知的財産部 052-481-5003

商標権 葉の図形商標 4534992
レプリカシャツ、ポロシャツ、ティーシャツ、タンクトッ

プ、スウェットシャツ、スカーフ
令和2年1月17日 令和4年1月11日

ニュージーランド　ラグビー　ユニオン　インコーポレ
イテッド

ニュージーランド　ラグビー　ユニオン　インコーポレ
イテッド

特許業務法人
日栄国際特許事務所

03-5425-2091

商標権 「Ron Herman」の商標 5788968 トートバッグ 令和2年1月22日 令和6年1月21日 株式会社サザビーリーグ 株式会社サザビーリーグ 中村合同特許法律事務所 03-3211-8741

商標権 「HELLY HANSEN」の商標 国際904826A スウェットシャツ、ジャケット 令和2年1月29日 令和6年1月28日 株式会社ゴールドウイン 株式会社ゴールドウイン
株式会社ゴールドウイン

法務室
03-3481-7206

商標権 「くま」の図形商標 6176874 タオル 令和2年1月31日 令和6年1月30日 株式会社カボ企画 株式会社カボ企画 骨董通り法律事務所 03-5766-8980

著作権 美術「仲良し猫3匹」の著作物 タオル 令和2年1月31日 令和6年1月30日 俣野温子 俣野温子 骨董通り法律事務所 03-5766-8980

著作隣接権 明日はどこから 松たか子 音楽用CD 令和2年1月17日 令和3年12月5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
03-3515-5435

著作隣接権 Ｌｅｍｏｎ 米津玄師 音楽用CD 令和2年1月17日 令和4年3月13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
03-3515-5435

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

商標権 「Nikon」の商標 4637426
バッテリー、デジタルカメラの附属品、マグカップ、水
筒、デモレンズ付眼鏡用フレーム、サングラス、眼鏡

レンズ
平成28年1月18日 令和4年3月9日 株式会社ニコン 株式会社ニコン

特許業務法人
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 電子計算機用操作器の意匠 1575289
電子計算機用操作器（Nintendo Switch用コントロー

ラー）
令和元年8月26日 令和6年3月31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 ｢ドラえもん」の商標 1700645 文房具セット 平成15年11月10日 令和4年3月15日 株式会社小学館集英社プロダクション 株式会社小学館集英社プロダクション
株式会社小学館集英社ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ　ﾒﾃﾞｨｱ事業局ﾒ

ﾃﾞｨｱ総務室
03-3515-6970

商標権 ｢FRED PERRY｣の商標 0650248 ポロシャツ、ジャケット、Ｔシャツ 平成18年5月1日 令和6年1月31日 ヒットユニオン株式会社 フレッドペリー（ホールディングス）リミテッド
ヒットユニオン株式会社

フレッドペリー部 プロダクトコントロールチーム
03-5773-5901

商標権 ｢TAMIFLU／タミフル｣の商標 4376708 薬剤 平成19年8月22日 令和6年4月14日 中外製薬株式会社 エフ・ホフマンーラ　ロシュ　アーゲー
中外製薬株式会社

知的財産部
03-3273-8555

商標権 「Ｎintendo」の商標 1844451 携帯電話機用ケース 平成24年5月11日 令和3年4月22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 「PS」の図形商標 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 令和2年12月15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・コンプライアンス課
050-3807-0507

商標権 「CATH　KIDSTON」の商標 4742839 かばん、財布 平成25年5月8日 令和6年1月23日 キャス　キッドストン　リミテッド キャス　キッドストン　リミテッド 桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

商標権 「ENDLESS」の図形商標 5529244 ブレーキキャリパーカバー 平成26年2月3日 令和4年10月19日 株式会社エンドレスプロジェクト 株式会社エンドレスプロジェクト 野本・桐山国際特許事務所 03-3506-7879

商標権 「TOSHIBA」の商標 2657342 USBフラッシュメモリ、パソコン用ACアダプター 平成28年2月22日 令和6年2月21日 株式会社　東芝 株式会社　東芝 ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 03-5157-8200

商標権 「FOSSIL」の商標 2325665 時計 平成28年3月30日 令和3年7月31日 フォッシル　グループ　インコーポレーテッド フォッシル　グループ　インコーポレーテッド 特許業務法人　松原・村木国際特許事務所 03-3263-7676

１．　輸入差止申立て

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。

令和2年1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。

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。



商標権 「DHC」の商標 4358878 化粧品 平成28年9月16日 令和6年2月4日 株式会社ディーエイチシー 株式会社ディーエイチシー
株式会社ディーエイチシー

総務部法務課
03-3457-0046

商標権 「AirWair」の商標 2308446 靴類 平成31年3月19日 令和3年5月31日 エア・ウェアー　インターナショナル　リミテッド エア・ウェアー　インターナショナル　リミテッド
特許業務法人

志賀国際特許事務所
03-5288-5811

著作権 映画「ハゲタカ」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成22年3月19日 令和6年3月18日 東宝株式会社 東宝株式会社（他9社）
東宝株式会社

法務部知財管理室
03-3591-4651

著作権 映画「岳－ガク－」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年3月1日 令和6年2月29日 東宝株式会社 東宝株式会社（他9社）
東宝株式会社

法務部知財管理室
03-3591-4651

著作権 映画「星守る犬」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年3月1日 令和6年2月29日 東宝株式会社 東宝株式会社（他6社）
東宝株式会社

法務部知財管理室
03-3591-4651

著作権 映画「きょうは会社休みます。」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成28年1月19日 令和6年1月18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

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

商標権 ｢T及びＬ｣の図形商標 4614126 自動車用のブランクキー 平成25年1月11日 令和3年1月10日 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社

知的財産部　IP戦略グループ
03-6311-5725

商標権 「TOYOTA」の商標 4039298 自動車部品及び附属品 平成28年5月20日 令和4年9月28日 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社

知的財産部　IP戦略グループ
03-6311-5725

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 申立の取下げ日　至 差止申立人 権利者 申立人連絡先 申立人連絡先

商標権 「RWC」の商標 5404758
洋服類、ティーシャツ、タンクトップ、スマートフォン用
のカバー（ケース）、ノートブック、メモ帳、筆箱（ペン
ケース）、かばん類、マグカップ、タンブラーグラス

令和元年5月30日 令和2年1月31日 ラグビーワールドカップリミテッド ラグビーワールドカップリミテッド 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 03-5501-2111

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 グラスの意匠 1231467 グラス 平成23年3月7日 令和2年1月14日 ピーアイデザイン　アクチェンゲゼルシャフト ピーアイデザイン　アクチェンゲゼルシャフト ユアサハラ法律特許事務所 03-3270-6641

意匠権 電子計算機用スタンドの意匠 1490445 電子計算機用スタンド 平成27年5月26日 令和2年1月16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・コンプライアンス課
050-3807-0507

商標権 ｢MINI-K」の商標 4481817
Ｔシャツ、長袖シャツ、スカート、靴下、セーター、タン
クトップ、パンツ、ジャンパー、パーカー、トレーナー、

帽子
平成17年7月12日 令和2年1月28日 株式会社ナルミヤ・インターナショナル 株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル物流管理部
品質管理室

03-6430-3475

商標権 9個の円からなる図形商標 5344944 ポロシャツ 平成24年1月5日 令和2年1月4日 株式会社VOLUME 株式会社VOLUME 株式会社VOLUME総務担当 03-6859-0270

商標権 「ソムンナン　サンプチャ(ハングル表記)」の商標 4876520 韓国海苔 平成28年2月1日 令和2年1月31日 金 英泰 金 英泰 飯島商標特許事務所 03-3358-1221

著作権 映画「ギネ産婦人科の女たち」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成22年1月22日 令和2年1月21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

著作権 映画「ドン・キホーテ」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年1月16日 令和2年1月15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 WINTER of LOVE 倖田來未 音楽用CD 平成28年4月14日 令和2年1月19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　経理法務本部　コーポレート

経理法務グループ　第２法務ユニット
03-6714-6308

著作隣接権
Kalafina 8th Anniversary Special products The Live

Album 「Kalafina LIVE TOUR 2014」
Kalafina 音楽用CD 平成28年9月14日 令和2年1月19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

03-3515-5435

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。

取下げ
※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。

申立期間の終了
※申立てに複数権利を包含するものもあります。


