
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 ペット用マッサージ具の意匠 1610859 ペット用マッサージ具 令和2年3月24日 令和3年7月20日 株式会社ワタオカ 株式会社ワタオカ 田中特許事務所 054-665-8078

商標権 「KISS ME」の商標 5965633 マスカラ、アイライナー 令和2年3月9日 令和6年3月8日 株式会社伊勢半本店 株式会社伊勢半本店
株式会社伊勢半

品質管理本部　知財管理部
03-3262-3132

商標権 「heroine make」の商標 5939943 マスカラ、アイライナー 令和2年3月9日 令和6年3月8日 株式会社伊勢半 株式会社伊勢半
株式会社伊勢半

品質管理本部　知財管理部
03-3262-3132

商標権 「TOKYO 2020」の商標 5626678 ピンバッジ 令和2年3月26日 令和5年1月5日
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会
03-6631-1951

商標権 「DYSON」等の商標 5813184 ヘアドライヤー、ヘアドライヤーの部品及び付属品 令和2年3月27日 令和6年3月26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

商標権 「洗濯マグちゃん」等の商標 5583149 洗濯用洗浄補助用品 令和2年3月31日 令和5年5月17日 株式会社宮本製作所 株式会社宮本製作所 セリオ国際特許商標事務所 03-3568-2241

著作権

映画「今日から俺は！！」「ドロ刑ー警視庁捜査三
課ー」「獣になれない私たち」「家売るオンナの逆襲」
「イノセンス冤罪弁護士」「3年A組今から皆さんは、

人質です]の著作物

ＤＶＤ及びその他記録媒体 令和2年3月10日 令和6年3月9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

意匠権
コマおもちゃ用発射器具、コマおもちゃ発射器具用
巻き上げ器及びコマおもちゃ発射器具用グリップの

意匠
1531579

コマおもちゃ用発射器具、コマおもちゃ発射器具用
巻き上げ器及びコマおもちゃ発射器具用グリップ

（ベイブレードバースト用発射器具等）
平成28年12月9日 令和2年6月30日 株式会社タカラトミー 株式会社タカラトミー 株式会社タカラトミー法務部知的財産課 03-5654-1261

商標権 「NISSAN」の商標 4894452
（自動車用）ブレーキパッド、（自動車エンジン用）オ

イルフィルター、（自動車用）エアバッグ、（自動車用）
キー、（自動車用）エアバッグカバー

平成24年4月1日 令和4年7月26日 日産自動車株式会社 日産自動車株式会社 日産自動車株式会社　IPプロモーション部 045-523-5646

商標権 「GUCCI」の商標 1545439

かばん・財布類、洋服類、ティーシャツ、下着類、靴
下、ネクタイ・マフラー、帽子、靴類、ベルト、身飾

品、時計、眼鏡類、スマートフォンケース・携帯電話
用ストラップ、キーホルダー、ネイルシール

平成27年8月28日 令和3年3月9日
グッチオ　グッチ　ソチエタ

ペル　アツィオーニ
グッチオ　グッチ　ソチエタ

ペル　アツィオーニ
株式会社ケリングジャパン

法務部
03-3486-2156

商標権 「ＢＲＩＤＥ」の商標 5403862
自動車用シート、織物、キーホルダー、クッション、ス

テッカー、自動車用シートベルト、自動車用シフト
ブーツ、自動車用シートベルト用パッド

平成27年10月23日 令和3年4月1日 ブリッド株式会社 ブリッド株式会社 松波特許事務所 052-241-5944

商標権 「KATE SPADE NEW YORK」の商標 4045908 かばん・財布類、スマートフォン用ケース 平成28年1月22日 令和3年7月1日
ケイト　スペード　リミテッド　ライアビリティ　カンパ

ニー
ケイト　スペード　リミテッド　ライアビリティ　カンパ

ニー
中村合同特許法律事務所 03-3211-8741

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 電子ゲーム機用操作器の意匠 1266883 ①電子ゲーム機用操作器②コントローラ用カバー 平成22年6月4日 令和3年2月17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 携帯電子ゲーム機用コネクタカバーの意匠 1286148 携帯電子ゲーム機用カートリッジ 平成22年6月9日 令和3年9月29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 電子ゲーム機用操作器の意匠 1266884 電子ゲーム機用操作器 平成22年6月15日 令和3年2月17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 自動車用警音器の意匠 1326989 自動車用警音器（ホーン） 平成24年5月24日 令和3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
特許業務法人

志賀国際特許事務所
03-5288-5811

意匠権 包装用容器の意匠 1386015 化粧品容器 平成28年3月15日 令和6年3月14日 株式会社コーセー 株式会社コーセー 山川国際特許事務所 03-3580-0961

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6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 「LEVI’S」の商標 0551494 ジーンズ 平成7年5月19日 令和3年12月31日 リーバイ　ストラウス　アンド　カンパニー リーバイ　ストラウス　アンド　カンパニー 中陳法律事務所 03-5211-7218

令和2年3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 ｢FENDI｣の商標 1185546

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、

セカンドバッグ、ポーチ、財布、キーケース、マフ
ラー、スカーフ、ネクタイ、帽子、靴下、ベルト、靴、サ

ンダル、腕時計、サングラス

平成9年7月22日 令和5年6月30日 フェンディ　エス．アール．エル． フェンディ　エス．アール．エル． フェンディ・ジャパン株式会社 03-3514-6170

商標権 ｢b-r-∫｣の商標 4566834 ネイル用筆 平成20年12月26日 令和4年5月10日 ＵＳＵＩ　ＢＲＵＳＨ株式会社 ＵＳＵＩ　ＢＲＵＳＨ株式会社
ＵＳＵＩ　ＢＲＵＳＨ株式会社

第二営業部
078-306-6552

商標権 「いたずらBANK」の商標 5311668 貯金箱 平成22年11月25日 令和6年3月26日 株式会社シャイン 株式会社シャイン 株式会社シャイン管理本部 03-5823-8310

商標権 「DIFLUCAN」の商標 2218703 ジフルカン錠 平成26年9月8日 令和2年8月27日 ファイザー・プロダクツ・インク ファイザー・プロダクツ・インク
ファイザーホールディングズ合同会社　セキュリティ・

オフィス
080-4060-9671

商標権 「COMME des GARCONS」の商標 4375143
携帯電話機用カバー、携帯電話機用ストラップ、タブ

レット型コンピュータ専用ケース
平成26年9月18日 令和6年4月14日 株式会社　コム・デ・ギャルソン 株式会社　コム・デ・ギャルソン 特許業務法人　松原・村木国際特許事務所 03-3263-7676

商標権 「TRAINING GEAR/SIXPAD」の商標 5773988 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 令和6年4月6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 「BOY/LONDON」の商標 5704331
洋服類、ティーシャツ、スカーフ・マフラー、帽子、身

飾品、時計、かばん類
平成28年4月13日 令和6年4月12日 アングロフランチャイズ　リミテッド アングロフランチャイズ　リミテッド 豊崎国際特許商標事務所 03-3402-0124

商標権 「OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH」の商標 5665407 洋服類、ティーシャツ 平成28年4月21日 令和6年4月18日 オフ－ホワイト　エルエルシー オフ－ホワイト　エルエルシー 株式会社イーストランド 03-6231-2970

商標権 「KENZO」の商標 1878639 香水 平成28年6月1日 令和6年5月31日 ケンゾー ケンゾー
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

商標権 「ＭＩＣＨＡＥＬ　ＫＯＲＳ」の商標 2543771 かばん・財布類、時計、サングラス、帽子、履物 平成27年4月10日 令和3年3月31日
マイケル　コース（スイッツァランド）インターナショナ
ル　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレンクテル　ハフツ

ング

マイケル　コース（スイッツァランド）インターナショナ
ル　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレンクテル　ハフツ

ング
みなとみらい特許事務所 045-228-7531

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
電子写真式画像形成装置およびプロセスカートリッ

ジの特許発明
3599632（請求項6） トナーカートリッジ 平成27年2月3日 令和2年3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

著作隣接権 SPEEDSTER GENERATIONS from EXILE TRIBE 音楽用CD 平成28年6月10日 令和2年3月1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 YELLOW SCANDAL 音楽用CD 平成28年9月14日 令和2年3月1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

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。

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。


