
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

１．　輸入差止申立て

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 目元用温熱シートの意匠 1330629 目元温熱アイマスク 令和2年8月6日 令和6年8月5日 花王株式会社 花王株式会社 花王株式会社　知的財産部 03-3660-7111

意匠権
秘密意匠に係る意匠権

（※意匠法第14条第1項の規定により秘密にすること
を請求した意匠に係る意匠権）

1652799
申立人により本件登録意匠に係る意匠法第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
令和2年8月26日 令和5年1月27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 コンタクトレンズ着脱具に係る意匠 1454936 コンタクトレンズ着脱具 令和2年8月28日 令和3年10月12日 齊藤 和子 齊藤 和子 メディトレック株式会社 045−222−8446

商標権 「ORIENT」の商標 1079972 腕時計 令和2年8月12日 令和6年8月1日 セイコーエプソン株式会社 セイコーエプソン株式会社
セイコーエプソン株式会社　知的財産本部　IP企画

渉外部
0263-86-5387

商標権 　「PLATINUMSABLE」の商標 5342873 つけまつ毛 令和2年8月14日 令和6年8月13日 株式会社ＬＡＳＨＤＯＬＬ　ＪＡＰＡＮ 株式会社ＬＡＳＨＤＯＬＬ　ＪＡＰＡＮ 株式会社ＬＡＳＨＤＯＬＬ　ＪＡＰＡＮ　総務部 052-932-7828

商標権 「M」の図形商標 5930763 仮装用衣装 令和2年8月26日 令和6年8月25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

著作権 絵画「猫社会」の著作物 バッグ類、ペットベッド 令和2年8月12日 令和6年8月11日 ジャパン・アーチスト株式会社 ジャパン・アーチスト株式会社 ユビランド知的財産綜合事務所 03-5842-6027

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 　「amiibo」の商標 5815512 家庭用ゲーム機用記憶媒体　（amiiboカード） 平成29年7月3日 令和3年7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

商標権 「Pokemon GO Plus」の商標 5852656 おもちゃ 平成30年12月14日 令和4年12月13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

特許権 すりつぶし機能を備えた調理用切断具の特許発明 5072316（請求項1） すりつぶし機能を備えた調理用切断具 平成29年3月9日 令和3年8月31日 有限会社モーメント 有限会社モーメント 端山特許事務所 048-829-7600

意匠権 自動二輪車用タイヤの意匠 1301132 自動二輪車用タイヤ 平成28年10月24日 令和4年4月13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　知的財産部 078-265-5743

意匠権 イヤホンの意匠 1477257 イヤホン 平成29年2月22日 令和3年8月18日 アップル　インコーポレイテッド アップル　インコーポレイテッド ベーカー＆マッケンジー法律事務所 03-6271-9900

意匠権 模型用無線操縦機の意匠 1375326 模型用無線操縦機 平成30年8月10日 令和3年11月6日 双葉電子工業株式会社 双葉電子工業株式会社 双葉電子工業株式会社　技術企画部　知財課 0475-24-1111

意匠権 充電器の意匠 1480803 充電器 平成31年2月27日 令和3年8月30日 ＦＤＫ株式会社 ＦＤＫ株式会社
ＦＤＫ株式会社　コーポレート本部　法務・知的財産

部
053-575-2529

商標権 ｢HERMES／エルメス｣の商標 4508179
時計、携帯電話用ストラップ、携帯電話機の付属

品、サングラス、サングラスケース
平成19年6月25日 令和3年1月19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 「NDS」の商標 5343766

携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び付属
品、携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ACアダプ

ター、および携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプ
ログラムを記憶させたROMカートリッジ（(ア)ニンテン
ドーDS用充電池(イ)ニンテンドーDSLite用充電池

(ウ)ニンテンドーDSLite用ACアダプター(エ)ニンテン
ドーDSi用ACアダプター(オ)ニンテンドーDSゲーム

平成22年12月14日 令和6年8月6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

商標権 「「Ω」の図形」の商標 国際771474 腕時計 平成24年10月19日 令和3年7月23日 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「ADVAN」の商標 3200998 自動車用タイヤホイール 平成25年2月18日 令和6年9月30日 横浜ゴム株式会社 横浜ゴム株式会社 青和特許法律事務所 03-5470-1921

商標権 「BREGUET」の商標 1231376 腕時計 平成25年3月29日 令和6年11月4日
モントル　ブレゲ　ソシエテ　アノニム（MONTRES

BREGUET SA）
モントル　ブレゲ　ソシエテ　アノニム（MONTRES

BREGUET SA）
TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「ＢＬＡＮＣＰＡＩＮ」の文字商標 0719445 腕時計 平成25年6月21日 令和6年9月12日
ブランパン　エスアー（ブランパン　アーゲー）（ブラン

パン　リミテッド）
ブランパン　エスアー（ブランパン　アーゲー）（ブラン

パン　リミテッド）
ＴＭＩ総合法律事務所 03-6438-5511

令和2年8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。

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。

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 「VIAGRA」の商標 4105713 バイアグラ錠 平成26年7月29日 令和6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・ファーマシューティカルズ株式会社　セ

キュリティ・オフィス
080-4060-9671

商標権 「Re Fa」の商標 5377827 美容用ローラー（家庭用の手動式のもの） 平成26年8月18日 令和6年8月17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 「DIFLUCAN」の商標 2218703 ジフルカン錠 平成26年9月8日 令和3年2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・ファーマシューティカルズ株式会社　セ

キュリティ・オフィス
080-4060-9671

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3年3月30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

商標権 「妖怪ウォッチ」の商標 5481728 プラモデル、腕時計型玩具、腕時計 平成28年11月7日 令和4年3月30日 株式会社レベルファイブ 株式会社レベルファイブ
株式会社電通

コンテンツビジネス・デザイン・センター
03-6216-8122

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4年10月19日 株式会社Ｃｈｒｙｓｍｅｌａ 株式会社Ｃｈｒｙｓｍｅｌａ 横木増井法律事務所 03-6277-6230

著作権 映画著作物「７月２４日通りのクリスマス」 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成20年9月30日 令和6年9月29日 東宝株式会社 東宝株式会社（他６社）
東宝株式会社

法務部
03-3591-4651

著作権 映画「崖の上のポニョ」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成20年10月24日 令和6年10月23日 株式会社スタジオジブリ 株式会社スタジオジブリ 株式会社スタジオジブリ制作業務部 0422-53-5674

著作権 映画「friend-フレンズ-もののけ島のナキ」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年9月12日 令和6年9月11日 東宝株式会社 東宝株式会社（他10社）
東宝株式会社

法務部
03-3591-4651

著作権 映画「となりのトトロ」の著作物
バッグ、財布、ポーチ、カード入れ、耳かき、スマート

フォンケース
平成24年9月20日 令和6年9月19日 株式会社スタジオジブリ 株式会社スタジオジブリ 株式会社スタジオジブリ　制作業務部 0422-53-5674

著作権 映画「偽装の夫婦」等の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成28年9月23日 令和6年9月22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

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

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 グラスの意匠 1251947 グラス（ガラス製） 平成20年8月13日 令和2年8月12日 ピーアイ―デザイン　アクチェンゲゼルシャフト ピーアイ―デザイン　アクチェンゲゼルシャフト ユアサハラ法律特許事務所 03-3270-6641

意匠権 グラスの意匠 1251947 グラス 平成23年2月16日 令和2年8月12日 ピーアイデザイン　アクチェンゲゼルシャフト ピーアイデザイン　アクチェンゲゼルシャフト ユアサハラ法律特許事務所 03-3270-6641

商標権 「TSuyAGLAPortable」の商標 5430801 電気式ヘアアイロン 平成24年8月14日 令和2年8月13日 株式会社ＣＪプライムショッピング 株式会社ＣＪプライムショッピング 川岸弘樹法律特許事務所 052-219-2066

商標権 「キャンディブルマー」の商標 5798518 ブルマ 平成28年8月12日 令和2年8月11日 浜崎　哲治 浜崎　哲治 船本国際知的財産権事務所 03-5215-8590

商標権 「NEW BALANCE」の商標 1780306 靴全般 平成28年8月30日 令和2年8月29日
ニュー バランス アスレティックス, インコーポレイテッ

ド
ニュー バランス アスレティックス, インコーポレイテッ

ド
株式会社ニューバランスジャパン 03-5577-2306

著作権 絵画「ＢＯＯＦ」（ブーフ）の著作物 フィンガーパペット 平成22年8月5日 令和2年8月4日 スーザン　スパッフォード　リドストローム スーザン　スパッフォード　リドストローム 創英国際特許法律事務所 03-6738-8001

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。

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。


