
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 エアロゾル生成装置の特許発明 6552028（請求項1）
エアロゾル生成装置の本体ユニット及びそのカート

リッジ
令和2年5月15日 令和6年5月14日 日本たばこ産業株式会社 日本たばこ産業株式会社 TMI総合法律事務所 03-6438-5511

意匠権 ストリーミング配信用データ通信機の意匠 1584342 ストリーミング配信用データ通信機 令和2年5月15日 令和2年7月28日 グーグル　エルエルシー グーグル　エルエルシー ベーカー＆マッケンジー法律事務所 03-6271-9900

意匠権 骨組構造体用フレーム材の意匠 1479870 骨組構造体用フレーム材 令和2年5月15日 令和6年5月14日 日本軽金属株式会社 日本軽金属株式会社 三好内外国特許事務所 03-3504-3075

商標権 「TOMA」の商標 5331714 ネックレス 令和2年5月11日 令和6年5月10日 日王株式会社 日王株式会社 日王株式会社 072-488-7989

商標権 「YOKOHAMA」の商標 2192064 携帯電話機用ストラップ 令和2年5月21日 令和6年5月20日 横浜ゴム株式会社 横浜ゴム株式会社
横浜ゴム株式会社

知的財産部
03-5400-4534

著作隣接権 RAISE THE FLAG
三代目 J SOUL BROTHERS from

EXILE TRIBE
音楽用CD 令和2年5月28日 令和6年3月17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
AAA 15th Anniversary All Time Best  -thanx AAA

lot-
AAA 音楽用CD 令和2年5月28日 令和6年2月18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 WINNER THE BEST "SONG 4 U" WINNER 音楽用CD 令和2年5月28日 令和6年2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　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

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 「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、 自動車用シー

トベルトキャンセラー

平成24年4月1日 令和3年2月10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 「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3年5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

著作権 絵本「あんぱんまん（主人公）」の著作物

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、

ポーチ、スマートフォンケース、キーホルダー、靴下、

平成21年8月21日 令和5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

03-5962-8460

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 身体鍛錬器具の意匠 1500344 身体鍛錬器具 平成28年4月1日 令和3年5月16日 株式会社オークローンマーケティング
莊　進成
莊　龍飛

小西・中村特許事務所 052-229-1070

意匠権 トレーニング機器の意匠 1579366 トレーニング機器 令和元年6月13日 令和6年5月26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 靴底の意匠 1527514 靴、履物、靴底 令和元年6月24日 令和3年5月29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 ｢Hennessy｣の商標 3005630
ヘネシー　コニャック　ＶＳＯＰ　のラベルを付した瓶
入り酒類。ヘネシー　コニャック　ＸＯのラベルを付し

た瓶入り酒類
平成7年4月14日 令和6年5月31日 ソシエテ　ジャ　ヘネシー　エ　コンパニー ソシエテ　ジャ　ヘネシー　エ　コンパニー TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 ｢SevenStars｣の商標 3044237 紙巻たばこ 平成12年8月1日 令和6年5月31日 日本たばこ産業株式会社 日本たばこ産業株式会社
日本たばこ産業株式会社

たばこ事業本部　事業企画室
03-3582-3111

商標権 ｢FUJITSU｣の商標 2525229 パソコン用ＡＣアダプター 平成12年10月3日 令和4年6月6日 富士通株式会社 富士通株式会社
富士通株式会社 法務・知財・内部統制推進本部 知

的財産戦略統括部
044-754-3044

商標権 ｢XXIO／ゼクシオ｣の商標 4385053 ゴルフクラブ、ゴルフクラブヘッド 平成17年10月25日 令和6年5月19日 住友ゴム工業株式会社 住友ゴム工業株式会社 住友ゴム工業株式会社　ブランド管理部 078-265-3193

商標権
｢ハイマッキー｣｢マッキー｣の商標、フェルトペンの立

体商標
4389777 油性マーカー 平成17年11月8日 令和3年7月13日 ゼブラ株式会社 ゼブラ株式会社 ゼブラ株式会社CSR推進本部知的財産部 03-3268-1190

商標権 ｢MICROSOFT｣の商標 4258783
コンピュータソフトウェアが記録された記録媒体（ＣＤ
又はＤＶＤ）、コンピュータソフトウェアのプロダクト

キー
平成21年6月25日 令和5年10月4日 マイクロソフト　コーポレイション マイクロソフト　コーポレイション ＴＭＩ総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「Swimava」の商標 5478678 空気注入式の浮き輪 平成24年6月25日 令和4年3月16日 有限会社FUNAZAWA モントリー エンタープライセス リミテッド 有限会社FUNAZAWA 03-3496-5888

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5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 「TORYBURCH」の商標 国際887081
靴、バッグ、財布、スマートフォン用のケース、身飾

品、サンダル類
平成24年9月12日 令和4年8月9日

River Light V, L. P. (リヴァー ライト ヴィ リミテッド
パートナーシップ)

River Light V, L. P. (リヴァー ライト ヴィ リミテッド
パートナーシップ)

桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

商標権 「Soft Bank / HAWKS / FUKUOKA」の商標 4951013 レプリカユニフォーム 平成27年3月3日 令和6年5月12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

商標権 「Vera Bradley」の商標 4954465 かばん・財布類 平成27年6月19日 令和6年5月19日 ヴェラ・ブラッドレイ・デザインズ・インコーポレイテッド ヴェラ・ブラッドレイ・デザインズ・インコーポレイテッド 古谷特許事務所 03-3663-7808

商標権 「ホッペッタ　Hoppetta」の商標 4971068 スリーパー 平成28年2月4日 令和6年7月21日 有限会社フィセル 有限会社フィセル 有限会社フィセル業務部 0533-66-0015

著作権 映画「神様のカルテ」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年5月30日 令和6年5月29日 東宝株式会社 東宝株式会社（他5社）
東宝株式会社

法務部知財管理室
03-3591-4651

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 「Canon」の商標 4065492
バッテリー、トナーカートリッジ、プリントヘッド、カメラ
用フラッシュ、デジタルカメラ用リモートコントローラ

平成26年9月8日 令和3年10月3日 キヤノン株式会社 キヤノン株式会社
キヤノン株式会社 知的財産法務本部 知的財産渉

外第三部 模倣品対策課
03-3758-2111

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
Michael Kors Japan株式会社 03-6674-3816

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 「STRETCHPOLE ストレッチポール」の商標 4666450 運動補助用クッション（運動用具） 平成26年6月4日 令和2年5月21日 エルピーエヌ　グローバル　カンパニー　リミテッド エルピーエヌ　グローバル　カンパニー　リミテッド 正林国際特許商標事務所 03-6895-4500

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 輪ゴムの意匠 1244650 輪ゴム 平成25年1月22日 令和2年5月20日 アッシュコンセプト株式会社 アッシュコンセプト株式会社 荒井特許・商標事務所 03-3421-1488

商標権 「chloé」の商標 1862041 サングラス、サングラスケース 平成25年9月12日 令和2年5月30日 クロエ　エス．エイ．エス． クロエ　エス．エイ．エス． ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 03-5220-6500

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。


