
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 自動車用リヤラダーの意匠 1645539 自動車用リヤラダー組立セット 令和2年4月9日 令和4年10月18日 アピオ株式会社 アピオ株式会社 大林特許商標事務所 046-240-1277

意匠権 インクボトル用キャップの意匠 1640818 インクボトル 令和2年4月15日 令和4年8月16日 セイコーエプソン株式会社 セイコーエプソン株式会 はる総合法律事務所 03-6452-9820

意匠権 イヤホンの意匠 1320779 イヤホン 令和2年4月17日 令和6年4月16日 エレコム株式会社 エレコム株式会社 特許業務法人藤本パートナーズ 06-6271-7908

意匠権 美容用ローラーの意匠 1443209 美容用ローラー 令和2年4月28日 令和6年4月27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 姿勢保持器具の意匠 1501464 姿勢保持器具 令和2年4月28日 令和6年4月27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 「ピアスロック」の商標 5358244 ピアス留め具 令和2年4月8日 令和2年10月1日 株式会社Ｃｈｒｙｓｍｅｌａ 株式会社Ｃｈｒｙｓｍｅｌａ 横木増井法律事務所 03-6277-6230

商標権 「五輪を表した図形（オリンピックシンボル）」の商標 国際1026242 レプリカメダル 令和2年4月28日 令和6年4月27日 国際オリンピック委員会 国際オリンピック委員会
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 「B.V.D.」の商標 929383 ティーシャツ 令和2年4月28日 令和3年9月17日
ザ ビー ヴイー デイー ライセンシング コーポレ－シ

ヨン
ザ ビー ヴイー デイー ライセンシング コーポレ－シ

ヨン
中村合同特許法律事務所 03-3211-1037

著作権
映画「スーパーマリオブラザーズ（SUPER MARIO

BROS.）」の著作物
ビデオゲーム内蔵スマートフォンケース 令和2年4月13日 令和6年4月12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

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 「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、パソ

コン用ハードディスクドライブ（HDD）
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

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 トナーコンテナの特許発明 5259088(請求項1) トナーコンテナ 平成30年10月31日 令和3年5月2日 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 京セラドキュメントソリューションズ株式会社
京セラドキュメントソリューションズ株式会社

法務知的財産部
06-6764-3888

特許権 ブレードセットの特許発明 6126750(請求項1) 充電式電動ボディーグルーマー 平成31年2月20日 令和3年4月14日 コーニンクレッカ　フィリップス　エヌ　ヴェ コーニンクレッカ　フィリップス　エヌ　ヴェ
株式会社フィリップス・ジャパン

知的財産標準本部
03-3740-5019

商標権 ｢VICTOR」の商標 1737092
レコード、ＣＤ、音楽テープ、ビデオテープ、ビデオ

ディスク、蓄音機、ヘッドセット、ヘッドホン・イヤホン
平成7年8月15日 令和4年2月8日 株式会社ＪＶＣケンウッド 株式会社ＪＶＣケンウッド

株式会社JVCケンウッド 知的財産部 商標意匠グ
ループ

045-450-2421

商標権 ｢DOLCE＆GABBANA｣の商標 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

サリー保管箱、ボタン、タオル、財布、ジャケット、
ジャンパー、ブルゾン、コート、セーター、スーツ、ズ
ボン、スカート、シャツ、ブラウス、Ｙシャツ、下着、ト
レーニングウエア、バックル、カフスボタン、スパッ
ツ、キーケース、キーホルダー、ネクタイ、ポロシャ

ツ、タンクトップ、キャミソール、ペット用衣類、携帯電
話ストラップ、名刺入れ、パスケース、ワンピース

平成17年1月25日 令和4年5月24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　知

的財産担当
03-6419-2285

商標権 ｢NGK｣の商標 0253441 自動車用点火プラグ 平成17年5月10日 令和6年5月8日 日本特殊陶業株式会社 日本特殊陶業株式会社
日本特殊陶業株式会社

研究開発本部・知的財産部
0568-76-5218

商標権 肘掛椅子の立体商標 5446392 肘掛椅子 平成24年5月8日 令和3年10月28日 カール・ハンセン＆サン ジャパン株式会社
カール・ハンセン＆サン ジャパン株式会社、カール・
ハンセン アンド サン モーベルファブリック エイ・エス

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 「NIKE」の商標 1929898
靴類、運動用特殊靴、洋服類、ティーシャツ、靴下、
手袋、帽子、運動用特殊衣類、かばん類・財布、時
計、眼鏡、身飾品、ペット用衣類、携帯電話附属品

平成26年7月1日 令和2年11月30日 ナイキ　イノヴェイト　シーヴィー ナイキ　イノヴェイト　シーヴィー ナイキジャパングループ合同会社法務部 03-4463-6453

商標権 「BAOBAO ISSEY MIYAKE」の商標 5435471 かばん類、財布 平成26年8月27日 令和3年9月2日 株式会社三宅デザイン事務所 株式会社三宅デザイン事務所 原田雅章知財事務所 03-5772-9241

商標権 「TOPCOn」の商標 4944837 バッテリー 平成27年2月6日 令和6年4月14日 株式会社トプコン 株式会社トプコン
株式会社トプコン

R&D本部　R&D企画部
知的財産課

03-3558-2554

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4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 ｢patagonia｣の商標 4025558 洋服類 平成27年3月12日 令和6年5月31日 パタゴニア・インコーポレイテッド パタゴニア・インコーポレイテッド 窪田法律事務所 03-6452-9280

商標権 「ＰＳ４」の商標 5607503 家庭用ゲーム機用コントローラーの充電スタンド 平成27年12月11日 令和5年8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 「JIMMY　CHOO」の商標 4442564 靴 平成28年4月16日 令和2年12月22日 ジェー、チュー、リミテッド ジェー、チュー、リミテッド 山本特許法律事務所 06-6372-3910

商標権 ｢mazda｣に関する商標 4816669
オイルフィルター、ブレーキパッド、自動車の部品・附
属品、ネックピロー、自動車用フロアマット、キーホル
ダー、キーケース、ステッカー類、紙製包装用容器

平成28年4月18日 令和5年12月5日 マツダ株式会社 マツダ株式会社 マツダ株式会社R&D技術管理本部 082-287-5726

商標権 「RED BULL」の商標 883430A 洋服類、ティーシャツ、手袋、帽子、ステッカー 平成28年4月27日 令和6年4月26日 レッド・ブル・アクチェンゲゼルシャフト レッド・ブル・アクチェンゲゼルシャフト 特許業務法人　深見特許事務所 06-4707-2021

商標権 「beatmaniaⅡDX」の商標 4498561 家庭用ゲームコントローラ 平成28年5月10日 令和3年8月10日 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 03-5771-0202

商標権 「anello」の商標 5747659 かばん類 平成28年5月10日 令和6年5月9日 株式会社キャロットカンパニー 株式会社キャロットカンパニー 特許業務法人YKI国際特許事務所 0422-21-2340

商標権 「BURBERRY」の商標 5361804
洋服類、Ｔシャツ・タンクトップ、下着類、マフラー・ネ

クタイ・靴下類、ベルト、かばん・財布類、時計
平成28年7月21日 令和2年10月22日 バーバリー リミテッド バーバリー リミテッド バーバリー・ジャパン株式会社 03-6741-1845

著作権 美術「しまじろう」の著作物 アラーム時計 平成14年6月10日 令和6年6月9日 株式会社ベネッセコーポレーション 株式会社ベネッセコーポレーション 株式会社ベネッセコーポレーション　法務部 080-6760-4509

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

著作権 美術「しまじろう」の著作物 パペット 平成21年6月17日 令和5年6月16日 株式会社ベネッセコーポレーション 株式会社ベネッセコーポレーション 株式会社ベネッセコーポレーション　法務部 080-6760-4509

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

意匠権 イヤホンの意匠 1320779 イヤホン 平成22年1月26日 令和2年4月24日 エレコム株式会社 エレコム株式会社 特許業務法人藤本パートナーズ 06-6271-7908

商標権 「MANCHESTERUNITED」の図形商標 4770680 レプリカユニフォーム（上下） 平成25年5月8日 令和2年4月6日 マンチエスター　ユナイテッド　リミテッド マンチエスター　ユナイテッド　リミテッド 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 プラズマトーチ用ノズルの意匠 1240197 プラズマトーチ用ノズル 平成22年5月28日 令和2年4月1日 小池酸素工業株式会社 小池酸素工業株式会社 特許業務法人中川国際特許事務所 03-5472-2900

意匠権 マッサージ具の意匠 1331231 マッサージ具 平成27年8月14日 令和2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

商標権 ｢COLDFIRE｣の商標 4659607 エアゾール消火器 平成16年7月20日 令和2年4月9日 ムアン株式会社 ムアン株式会社 ムアン株式会社 04-7192-6950

著作権 映画「機動戦士ガンダムＳＥＥＤ」の著作物 ガンダムＳＥＥＤのプラモデル 平成16年4月12日 令和2年4月11日 株式会社サンライズ 株式会社サンライズ 株式会社バンダイ法務・知的財産部 03-3847-5284

著作権 映画「貧乏男子ボンビーメン」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成20年5月1日 令和2年4月30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

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。


