
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

意匠権 ごみ箱の意匠 1339711 ごみ箱 令和2年2月14日 令和2年7月30日 イデア株式会社 イデア株式会社 イデア株式会社 06-6444-3363

商標権 「DAIKIN」と図形の結合商標 2392533 空気清浄機用フィルター 令和2年2月14日 令和4年3月31日 ダイキン工業株式会社 ダイキン工業株式会社
法務・コンプライアンス・知財センター　知的財産グ

ループ
06-6373-4322

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 バッテリの特許発明 4687987(請求項1) バッテリ 令和元年10月9日 令和3年7月24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
050-3809-8003

商標権 「HONDA」の商標 4797605

自動車エアコン用フィルター、電子キー及び部品・附
属品、自動車の部品・附属品、二輪自動車の部品・
附属品、モバイルトレー、キーホルダー、ステッカー、

キーケース、ネックピロー、洋服類、ティーシャツ、
ワッペン（単体での輸入に限る）、オイルフィルター、
ドアロックカバー（ドアストライカーカバー）、エアバル

ブキャップ、ノンスリップマット

平成27年10月26日 令和2年10月15日 本田技研工業株式会社 本田技研工業株式会社 ひらお法律特許事務所 03-5315-4581

商標権 「SHISEIDO」の商標 2556811 化粧品、化粧用ブラシ 平成28年9月7日 令和3年4月25日 株式会社　資生堂 株式会社　資生堂
株式会社　資生堂

リーガル・ガバナンス部
ブランド法務室

03-3572-5111

商標権 「BOTTEGA　VENETA」の商標 1262114
かばん類、財布、キーケース、カード入れ、キーホル

ダー、スマートフォン用ケース、靴
平成29年1月5日 令和5年11月27日 ボッテガ・ヴェネタ・エス・アー ボッテガ・ヴェネタ・エス・アー

株式会社ケリングジャパン
法務部

03-3486-2156

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 携帯型メディアプレーヤ用延長ソケットの特許発明 6091438(請求項2、8)

スマートフォン・タブレット・カメラ・音響再生機及びビ
デオプレーヤー等の手持ち電子装置用のグリップ・

スタンド及び固定具、ソケットを備えた携帯型メディア
プレーヤケース

平成30年12月20日 令和3年2月17日
ポップソケッツ　リミテッド
ライアビリティ　カンパニー

ポップソケッツ　リミテッド
ライアビリティ　カンパニー

TMI総合法律事務所 03-6438-5511

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6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 電子ゲーム器の意匠 1287655 携帯用電子ゲーム器及びその専用部品 平成22年4月28日 令和3年10月20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 トナーカートリッジの意匠 1292445 トナーカートリッジ 平成28年2月5日 令和3年12月22日 株式会社リコー 株式会社リコー
株式会社リコー

 知的財産本部 知的財産戦略センター 知的財産運
用部

046-292-6405

意匠権 電子計算機操作器用グリップ付き連結具の意匠 1577540
電子計算機操作器用グリップ付き連結具

（Nintendo Switch用グリップ（Joy-Conグリップ））
平成30年4月9日 令和6年4月28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 顔面筋鍛錬具の意匠 1466174 顔面筋鍛錬具 平成30年5月1日 令和6年3月8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

意匠権 美容用ローラーの意匠 1573564 美容用ローラー 平成31年4月25日 令和6年3月10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 ｢x-girl｣の商標 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 令和6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 ｢GAP」の商標 2584331

男子用オーバーコート・ウィンドジャケット・ダウンベ
スト、男子用ジャケット、男子用のシャツ、女子用の

シャツ、男子用のパンツ（下着）、男子用のパンツ（ズ
ボン）、女子用のパンティ、キャミソール、Ｔシャツ、ト

レーナー、プルオーバー・セーター、帽子

平成14年9月13日 令和5年10月29日 ギャップ（アイ　ティー　エム）インコーポレイテッド ギャップ（アイ　ティー　エム）インコーポレイテッド TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「Manhattan Portage」の文字と図形の商標 4804961 バッグ 平成22年7月23日 令和4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 「Chupa Chups」の商標 4296505

布製の乳幼児用よだれかけ、Tシャツ、幼児用衣服
（ロンパース）、帽子、携帯電話機用ストラップ、カッ
プ（プラスチック製マグカップ）、弁当箱（弁当箱セッ
ト）、はし・スプーン・フォークのセット、ボストンバッ

平成23年10月5日 令和6年3月31日
ペルフェッティ　ヴァン　メッレ　ソシエタ　ぺル　アチ

オニ
ペルフェッティ　ヴァン　メッレ　ソシエタ　ぺル　アチ

オニ
中村合同特許法律事務所 03-5218-8221

商標権 ｢TANITA｣の商標 2313153 電子秤 平成24年2月22日 令和3年6月28日 株式会社タニタ 株式会社タニタ 正林国際特許商標事務所 03-6895-4500

商標権 ｢PUMA｣の商標 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、ペッ

平成24年10月24日 令和5年1月17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

令和2年2月分

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。

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
｢ウェーブストレッチリングWAVESTRECHRING｣の商

標
4938341 ストレッチ運動用器具 平成25年6月6日 令和6年3月17日 有限会社MAKIスポーツ 有限会社MAKIスポーツ 中村原田国際特許商標事務所 03-3614-3470

商標権 「BOSS/HUGO BOSS」の商標 2686216 洋服類、ティーシャツ 平成28年2月19日 令和6年2月18日
フーゴ・ボス・トレード・マーク・マネージメント・ゲー・

エム・ベー・ハー・ウント・コー・カー・ゲー
フーゴ・ボス・トレード・マーク・マネージメント・ゲー・

エム・ベー・ハー・ウント・コー・カー・ゲー
ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 03-5220-6500

商標権 「shibaful」の商標 5669685 スマートフォン用カバー 平成28年3月4日 令和6年3月3日 株式会社エージーリミテッド 株式会社エージーリミテッド 株式会社エージーリミテッド 03-6434-7944

商標権 「ＷＯＯＤＹ　ＰＵＤＤＹ/ウッディプッディ」の商標 4939028 おもちゃ 平成28年3月25日 令和6年3月24日 株式会社ディンギー 株式会社ディンギー 特許業務法人有古特許事務所 078-321-8824

商標権 「REGAL」の商標 4863730 靴類、時計 平成28年4月11日 令和4年3月31日 株式会社リーガルコーポレーション 株式会社リーガルコーポレーション 株式会社リーガルコーポレーション 047-304-7083

商標権 「COACH」の商標 4073320
眼鏡及びその附属品、スマートフォンケース、キー
ケース、キーホルダー、時計、身飾品、バッグ、財

布、靴下
平成30年12月18日 令和3年8月19日 コーチ　アイピー　ホールディングス　エルエルシー コーチ　アイピー　ホールディングス　エルエルシー 桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

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 「Jack Wolfskin」の商標 2268190 洋服類、ティーシャツ、かばん類 平成28年6月29日 令和2年2月27日

ジャック・ウルフスキン・アウスリュストゥング・フュー
ア・ドラウセン・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテ
ル・ハフツング・ウント・コムパニー・コマンディット・ゲ

ゼルシャフト・アウフ・アクチェン

ジャック・ウルフスキン・アウスリュストゥング・フュー
ア・ドラウセン・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテ
ル・ハフツング・ウント・コムパニー・コマンディット・ゲ

ゼルシャフト・アウフ・アクチェン

株式会社キャラバン 商品部 03-3944-2460

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 指圧器の意匠 1296175 指圧器 平成27年8月14日 令和2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 マッサージ具の意匠 1436400 マッサージ具 平成28年11月28日 令和2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

商標権 「JANNA/ヤーナリズムRhythms」の商標 5425482 録画済みビデオディスク 平成24年2月29日 令和2年2月29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 株式会社オークローンマーケティング法務セクション 052-950-1144

商標権 「TRX」の商標 5428182 トレーニング用具 平成26年2月26日 令和2年2月25日 フィットネス　エニウエア　エル・エル・シー フィットネス　エニウエア　エル・エル・シー TRX Training Japan 株式会社 03-6805-0320

著作権 映画「家政婦のミタ」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年2月15日 令和2年2月14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 E.G. SMILE -E-girls BEST- E-girls 音楽用CD 平成28年6月10日 令和2年2月9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 モリ↑ガッテヨ ＧＯＴ７ 音楽用CD 平成28年9月27日 令和2年2月2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 Origin KANA-BOON 音楽用CD 平成30年6月11日 令和2年2月16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・ミュージックレーベルズ（代理人）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
03-5786-8361

２．　輸出差止申立

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 「SoftBank」の商標 4933565 携帯電話機 平成21年10月1日 令和6年3月3日 ソフトバンクグループ株式会社 ソフトバンクグループ株式会社 ソフトバンクグループ株式会社　法務部 03-6889-2270

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。

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。

取下げ
※申立てに複数権利を包含するものもあります。


