
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 トレーニング器具の特許発明 3763840（請求項1） トレーニング器具 令和2年6月4日 令和6年6月3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

特許権 継ぎ目無しの長い竹板材の特許発明 5249332（請求項1） 竹板材（bamboo sheet) 令和2年6月9日 令和4年4月19日 バンドゥラ　ユーエスエー　エルエルシー バンドゥラ　ユーエスエー　エルエルシー 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 06-6364-2764

意匠権 筋力トレーニング器の意匠 1270198 筋力トレーニング器 令和2年6月2日 令和3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 「CHROMECAST」の商標 5969536 ストリーミング配信用データ通信機 令和2年6月3日 令和3年6月1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

商標権 「NOK」の商標 5976946 オイルシール 令和2年6月15日 令和6年6月14日 NOK株式会社 NOK株式会社 ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 03-5220-6500

商標権 PAUL & JOE 4371371 ファンデーション　プライマー（化粧下地） 令和2年6月30日 令和6年6月29日 ソフラーヌ ソフラーヌ
特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT &

TRADEMARK
03-3433-5810

著作権

映画著作物
「俺のスカート、どこ行った？」

「あなたの番です」
「偽装不倫」

「ボイス　110緊急指令室」

ＤＶＤおよびその他記録媒体 令和2年6月30日 令和6年6月29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

不正競争防止法
不規則充填物（「テラレット」Ｓ－Ⅱ型）に係る商品等

表示
充填物（合成樹脂製不規則充填物） 令和2年6月4日 令和6年6月3日 月島環境エンジニアリング株式会社 月島環境エンジニアリング株式会社 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 「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 「DANIEL WELLINGTON」の商標 国際1135742
腕時計及びその附属品、ブレスレット、指輪、ネック

レス
平成28年10月11日 令和2年10月10日 ダニエル　ウエリントン　アーベー ダニエル　ウエリントン　アーベー 西村あさひ法律事務所 03-6250-6200

著作権 映画「るろうに剣心」等の著作物 ＤＶＤ 平成17年1月25日 令和3年1月24日 株式会社アニプレックス 株式会社アニプレックス 株式会社アニプレックス業務推進グループ契約部 03-5211-7516

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 1295632
電子ゲーム機用操作器（（ア）クラッシックコントロー

ラ、（イ）クラッシックコントローラＰＲＯ）
平成22年6月28日 令和4年2月2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付属品の意匠 1327959 電子ゲーム機用操作器の付属品 平成22年7月1日 令和5年3月21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
自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア

マットの意匠
1335412

自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア
マットセット

平成25年9月17日 令和3年6月13日 株式会社ホンダアクセス 株式会社ホンダアクセス せいしん特許法律事務所 03-6256-9421

意匠権 ミニファンの意匠 1447557 ミニファン 平成25年10月15日 令和3年6月29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

意匠権
自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア

マットセットの意匠
1448289

自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア
マットセット

平成26年12月9日 令和3年7月13日 株式会社ホンダアクセス 株式会社ホンダアクセス せいしん特許法律事務所 03-6256-9421

意匠権 自動車用アンテナの意匠 1408797 自動車用アンテナ 平成28年6月24日 令和6年6月23日 仲里　知樹 仲里　知樹 松波特許事務所 052-241-5944

意匠権
自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア

マットセットの意匠
1504269

自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア
マットセット

平成28年11月11日 令和3年7月4日 株式会社ホンダアクセス 株式会社ホンダアクセス せいしん特許法律事務所 03-6256-9421

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3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

意匠権 電子計算機操作器用ホルダーの意匠 1582433
電子計算機操作器用ホルダー

SWITCH用ハンドル（Joy-Conハンドル））
平成30年4月19日 令和6年7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

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。

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6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。



商標権 「HERMES｣の商標 1425637 スカーフ、帽子、マフラー、靴下、Tシャツ 平成9年3月11日 令和6年6月27日 エルメス・アンテルナショナル エルメス アンテルナショナル
エルメスジャポン株式会社ビジネスサポート＆アドミ

ニストレーション部
03-6228-8050

商標権 ｢G－SHOCK｣の商標 2424099 アナログ及びデジタル式腕時計 平成9年11月4日 令和4年6月30日 カシオ計算機株式会社 カシオ計算機株式会社 カシオ計算機株式会社 財務統轄部　法務部 03-5334-4608

商標権 「Paul Smith」の商標 1750075
ワイシャツ（男性用）、ネクタイ（男性用）、スーツ（男

性用）、ポロシャツ（男性用）、下着（男性用）
平成21年8月19日 令和6年4月28日 伊藤忠商事株式会社

ポール　スミス　グループ　ホールディングス　リミ
テッド

特許業務法人深見特許事務所 06-4707-2021

商標権 ｢AVASTIN｣の商標 4581766 薬剤（増殖性疾患用治療薬） 平成24年6月13日 令和4年6月28日 中外製薬株式会社 ジェネンテック・インコーポレーテッド 中外製薬株式会社知的財産部
070-3993-6337
070-4365-1813

商標権 「ColumbiaSportswearCompany」の商標 3371371 ジャケット 平成24年9月26日 令和3年9月16日 コロンビア　スポーツウェア　カンパニー コロンビア　スポーツウェア　カンパニー 創英国際特許法律事務所 03-6738-8001

商標権 「ＢＡＬＥＮＣＩＡＧＡ」の商標 1420070
バッグ、財布、帽子、洋服類、ティーシャツ、スニー

カー
平成25年2月7日 令和6年6月27日 バレンシアガ バレンシアガ

株式会社ケリングジャパン
法務部

03-3486-2156

商標権 「SONY」の商標 4988737

デジタルオーディオプレーヤー、イヤホン/ヘッドホ
ン、ビデオカメラ、ビデオカメラの収納バッグ、デジタ
ルカメラ、デジタルカメラの収納バッグ、ビデオカメラ
用バッテリー、デジタルカメラ用バッテリー、充電式
電池、充電器、テレビ、パーソナルコンピューター、

ACアダプター、デジタル一眼レフカメラ用ジンバル及
びリモコン、オーディオスピーカー

平成25年4月22日 令和5年8月31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
050-3750-4745

商標権 「鳥の図形とCHUMSの文字」の結合商標 4395192-1 洋服類、Ｔシャツ 平成25年11月15日 令和6年6月30日 株式会社ランドウェル 株式会社ランドウェル 特許業務法人中川国際特許事務所 03-5623-2900

商標権 「CAOMARU カオマル」の商標 4801477 おもちゃ 平成26年2月3日 令和6年9月10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 THE NORTH FACEと図形の結合商標 1623276 洋服類・Ｔシャツ、帽子、かばん・財布類 平成26年4月9日 令和5年10月27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
「SPEED LEARNING」

の商標
4820702 録音済みＣＤ、録画済みＤＶＤ、テキスト 平成26年7月1日 令和6年2月7日 株式会社エスプリライン 株式会社エスプリライン 株式会社　エスプリライン　管理企画部　総務課 049-249-2211

商標権 「ＵＮＤＥＲ　ＡＲＭＯＵＲ」の商標 4618194
洋服類、ティーシャツ、靴下、手袋、帽子、ベルト、か
ばん類・財布、スマートフォン・携帯電話用のケース

平成26年7月18日 令和4年11月1日 アンダー・アーマー・インコーポレイテッド アンダー・アーマー・インコーポレイテッド 株式会社ドーム　CFO室 03-5781-7927

商標権 「ABERCROMBIE&FITCH」の商標 5427515
洋服類、ティーシャツ、下着、帽子、サンダル類、か

ばん類
平成27年8月20日 令和3年7月22日

アバクロンビー　アンド　フィッチ　ヨーロッパ　エス
アーゲーエル

アバクロンビー　アンド　フィッチ　ヨーロッパ　エス
アーゲーエル

創英国際特許法律事務所 03-6738-8001

商標権 「BEY BLADE/ベイブレード」の商標 4315022 おもちゃ 平成27年11月5日 令和6年6月18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 ランプシェードの立体商標 5825191 ランプシェード 平成28年6月14日 令和6年6月13日 ルイス　ポールセン　エイ／エス ルイス　ポールセン　エイ／エス 特許業務法人　松原・村木国際特許事務所 03-3263-7676

商標権 「MiKiHOUSE」の商標 1729750 洋服類、ティーシャツ 平成28年6月29日 令和4年4月20日 三起商行株式会社 三起商行株式会社 三起商行株式会社 072-920-2005

商標権 「HERSCHEL」の商標 5720817 かばん類 平成28年6月30日 令和6年6月29日 ハーシェル　サプライ　カンパニー　リミテッド ハーシェル　サプライ　カンパニー　リミテッド 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 「BBS」の商標 5800203
ホイールセンターキャップ、シール、エアバルブ

キャップ
平成28年7月12日 令和6年7月11日 BBSジャパン株式会社 BBSジャパン株式会社 BBSジャパン株式会社経営戦略本部経営企画部 0766-31-0021

商標権 「LOUIS VUITTON」の商標 国際1127685

かばん・財布類、かばん金具、キーホルダー、南京
錠、ファスナー・ボタン、スマートフォン・携帯電話用
ケース及びアクセサリー、タブレット端末用ケース、
洋服類、下着、ティーシャツ、マフラー・ネクタイ・靴
下・手袋類、帽子、ベルト、靴類、サンダル類、眼鏡
類、時計、身飾品、カフスボタン、ヘアアクセサリー、
ネイルシール・付け爪、まくら、寝具及びベッドリネ

ン、タオル・ハンカチ、レザークロス・ビニルクロス、喫
煙用具、文房具・シール類、ペット用衣類・首輪類

平成28年7月22日 令和2年12月25日 ルイ　ヴィトン　マルチエ ルイ　ヴィトン　マルチエ ルイ・ヴィトン　ジャパン株式会社 03-3514-6228

商標権 「Butterfly」の商標 2604910
卓球競技用ウェア、卓球用具、卓球用シューズ、

バッグ
平成28年9月7日 令和5年12月24日 株式会社タマス 株式会社タマス 輝（ひかり）特許事務所 03-3212-3431

商標権 「OBEY」の商標 4465201 帽子 平成29年8月29日 令和3年4月6日 ボールド　ストラテジーズ　インク ボールド　ストラテジーズ　インク 飯島商標特許事務所 03-3358-1221

著作権 絵画「ハローキティ」の著作物 Ｔシャツ、石像、タオル、携帯電話機ケース 平成12年6月30日 令和6年6月29日 株式会社サンリオ 株式会社サンリオ 株式会社サンリオ　法務室 03-3779-8074

著作権 映画「名探偵コナン」の著作物 ＤＶＤ 平成18年6月29日 令和6年6月28日 株式会社トムス・エンタテインメント 株式会社トムス・エンタテインメント
株式会社トムス・エンタテインメント事業本部知財管

理部契約管理課
03-6382-6196

著作権 映画「モテキ」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年6月19日 令和6年6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「ダンダリン　労働基準監督官」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成26年6月4日 令和6年6月3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「TRF イージー・ドゥ・ダンササイズ　avex

Special Edition」の著作物
ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成26年6月19日 令和6年6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



育成者権 ひのみどり（いぐさ）に関する育成者権 9034 畳表、いぐさ原草 平成15年12月10日 令和3年6月26日 熊本県 熊本県 熊本県　農林水産部　生産局　農業技術課 096-333-2380

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 「DIESEL」の商標 3252866
洋服、Ｔシャツ、かばん類、財布、下着、ベルト、帽

子、身飾品、腕時計
平成31年3月6日 令和2年10月31日 ディーゼル・エセペーアー ディーゼル・エセペーアー ディーゼルジャパン株式会社ロジスティクス統括部 06-6644-1955

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 「TOKYO 2020」の商標 5626678 ピンバッジ 平成29年10月4日 令和2年6月25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

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 秘密意匠の意匠 1580786
申立人により本件登録意匠の意匠法第37条第３項
に基づく警告を受けた者が輸入する、その警告を受

けた物品
平成30年5月15日 令和2年6月16日 株式会社ホンダアクセス 株式会社ホンダアクセス せいしん特許法律事務所 03-6256-9421

商標権 「SAISEIKO」の商標 5623951 シャワー器具 平成26年6月19日 令和2年6月18日 宰成光株式会社 宰成光株式会社 宰成光株式会社 03-3511-1288

商標権 「Herba Helvetica」の商標 5786914 エッセンシャルオイル 平成28年6月21日 令和2年6月20日 有限会社 日本エステル社 有限会社 日本エステル社 特許業務法人北青山インターナショナル 03-3479-7225

著作権 映画「曲げられない女」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成22年6月2日 令和2年6月1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「理想の息子」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年6月6日 令和2年6月5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
「双星の陰陽師」オープニング＆エンディングテーマ

~Valkyrie-戦乙女-/アイズ~
V.A.（和楽器バンド／加治ひとみ） 音楽用CD 平成28年8月24日 令和2年6月23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 M(A)DE IN JAPAN 浜崎あゆみ 音楽用CD 平成28年9月2日 令和2年6月28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

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。


