
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

特許権
気流拡散装置（拡散扇）及び空気調和機の特許発

明
3717509(請求項2) 気流拡散装置（拡散扇） 令和2年9月24日 令和6年9月23日 田中　俊孝 田中　俊孝 ライツ法律特許事務所 03-3547-3761

意匠権 財布の意匠 1333558 財布 令和2年9月3日 令和3年5月16日 エルメス　セリエ エルメス　セリエ エルメスジャポン株式会社 03-6228-8050

商標権 「FUJiPLA」の商標 5275949 ラミネートフィルム 令和2年9月16日 令和6年9月15日 ヒサゴ株式会社 ヒサゴ株式会社 ヒサゴオフィスサービス株式会社 052-936-1353

商標権 「シャポードオー」の商標 5876506 帽子 令和2年9月30日 令和6年9月29日 株式会社栗原 株式会社栗原 株式会社栗原　総務部総務G（知的財産担当） 03-3499-3330

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 ｢SoftBank｣の商標 5419082
携帯電話用ACアダプタ、携帯電話用ACアダプタの

ラベル、モバイルWiFiルーター
平成23年12月16日 令和3年6月17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

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 サーボ装置の特許発明 4218730(請求項1) 模型用サーボモータ 平成29年10月23日 令和3年11月21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 発光ダイオードランプの意匠 1397800 発光ダイオードランプ 平成25年11月14日 令和3年9月3日 パナソニック株式会社 パナソニック株式会社
パナソニック株式会社

ライフソリューションズ社
知的財産部　ライセンス知財課

06-6908-1131

意匠権 ファンヒーターの意匠 1425822 送風機 平成26年4月21日 令和6年9月22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

意匠権 美容用ローラーの意匠 1511917 美容用ローラー 平成28年4月22日 令和6年10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

意匠権 マッサージ器の意匠 1484532 マッサージ器 平成28年4月22日 令和6年10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

意匠権 美容用ローラーの意匠 1426575 美容用ローラー 平成28年5月13日 令和6年10月7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 美容用ローラーの意匠 1511609 美容用ローラー 平成29年12月18日 令和6年10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

意匠権 トレーニング機器の意匠 1589482 トレーニング機器 平成30年8月27日 令和6年10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

意匠権 美容用ローラーの意匠 1455484 美容用ローラー 平成31年2月8日 令和6年10月19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 マッサージ器の意匠 1484423 マッサージ器 令和元年8月9日 令和6年10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

意匠権 電池の意匠 1483996 電池 令和2年1月9日 令和6年10月11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 「KSWISS」の商標 2280914 スポ－ツシューズ 平成15年4月3日 令和4年1月31日 ケイ　スイス　インコーポレイテツド ケイ　スイス　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 03-6271-9479

商標権 ｢asics」の商標 4569831 運動靴 平成16年2月13日 令和4年2月22日 株式会社アシックス 株式会社アシックス
株式会社アシックス グローバル法務・コンプライアン

ス統括部 知的財産部
078-303-2271

商標権 ｢Capsule Station｣の商標 4815270 プラスチック製玩具 平成17年2月1日 令和6年11月5日 株式会社バンダイ 株式会社バンダイ 株式会社バンダイ　法務・知的財産部 03-3847-5060

商標権 「LUMINOX」の商標 4811667 腕時計 平成25年1月30日 令和6年4月16日 エル　アンド　エム　スイス　ウォッチ　リミテッド エル　アンド　エム　スイス　ウォッチ　リミテッド 特許業務法人きさ特許商標事務所 03-6367-5990

商標権 「TOMMY HILFIGER」の商標 2206060
Tシャツ、セーター、スウェットシャツ、シャツ、ポロ

シャツ、ジャケット、下着、靴下
平成25年2月5日 令和5年12月24日 トミー　ヒルフィガー　ライセンシング　ベー.　フェー. トミー　ヒルフィガー　ライセンシング　ベー.　フェー. 桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

令和2年9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 「LEVITRA」の商標 国際744146 薬剤、薬剤の説明書、薬剤の包装ラベル 平成27年4月23日 令和4年9月26日
バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼル

シャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼル

シャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
ﾊﾞｲｴﾙ薬品株式会社　プロダクトサプライジャパン本

部　品質保証統括
06-6133-6653

商標権 「HONDA」の商標 4797605

自動車エアコン用フィルター、電子キー及び部品・附
属品、自動車の部品・附属品、二輪自動車の部品・
附属品、モバイルトレー、キーホルダー、ステッカー、

キーケース、ネックピロー、洋服類、ティーシャツ、
ワッペン（単体での輸入に限る）、オイルフィルター、
ドアロックカバー（ドアストライカーカバー）、エアバル

ブキャップ、ノンスリップマット

平成27年10月26日 令和3年9月28日 本田技研工業株式会社 本田技研工業株式会社 ひらお法律特許事務所 03-5315-4581

商標権 「PORTER」の商標 4460560
かばん・財布類、布製ラベル、スマートフォン用の

ケース
平成28年6月7日 令和3年3月16日 株式会社吉田 株式会社吉田

株式会社吉田
模倣品対策室

03-3862-1021

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4年7月3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「眉山－びざん－」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成20年10月29日 令和6年10月28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「クローズド・ノート」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成20年10月29日 令和6年10月28日 東宝株式会社 東宝株式会社（他４社）
東宝株式会社

法務部
03-3591-4651

著作権 映画「Life 天国で君に逢えたら」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成20年10月29日 令和6年10月28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
03-3591-4651

著作権 映画「ゼロの焦点」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成22年10月26日 令和6年10月25日 東宝株式会社 東宝株式会社（他17社）
東宝株式会社

法務部
03-3591-4651

著作権 映画「ゴールデンスランバー」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成22年10月26日 令和6年10月25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
03-3591-4651

著作権 映画「日本列島　いきものたちの物語」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年10月25日 令和6年10月24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「そのときは彼によろしく」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年10月31日 令和6年10月30日 東宝株式会社 東宝株式会社（他７社）
東宝株式会社

法務部
03-3591-4651

著作権 映画「陰日向に咲く」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年10月31日 令和6年10月30日 東宝株式会社 東宝株式会社（他７社）
東宝株式会社

法務部
03-3591-4651

著作権
映画「TRF イージー・ドゥ・ダンササイズ」DISC1～7

の著作物
ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年11月30日 令和6年11月29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

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 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 特許業務法人酒井国際特許事務所 03-5512-4699

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

03-6712-5638

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
03-6712-5638

商標権 「YVES　SAINT　LAURENT」の商標 1966843
かばん・財布類、洋服類、ティーシャツ、スマートフォ

ンケース
平成28年5月24日 令和4年12月7日 イヴ・サン・ローラン イヴ・サン・ローラン

株式会社ケリングジャパン
法務部

03-6712-5638

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 「BOTTEGA　VENETA」の商標 1262114
かばん類、財布、キーケース、カード入れ、キーホル

ダー、スマートフォン用ケース、靴
平成29年1月5日 令和5年11月27日 ボッテガ・ヴェネタ・エス・アー ボッテガ・ヴェネタ・エス・アー

株式会社ケリングジャパン
法務部

03-6712-5638

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 ぬいぐるみおもちゃの意匠 1453956 ぬいぐるみおもちゃ 平成25年10月15日 令和2年9月28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 ｢COLUMBIA｣の商標 1818901
ＣＤ、カセットテープ、ビデオディスク、ビデオテープ、

ＬＰレコード、録画済ビデオテープ、ＣＤ－ＲＯＭ
平成7年6月5日 令和2年9月29日 日本コロムビア株式会社 日本コロムビア株式会社

日本コロムビア株式会社 財務・管理本部 管理統括
部

03-6895-9840

商標権 「クンジョン」の商標 5352925
冷麺のめんとスープのセット、冷麺のめんとソースの

セット、冷麺のソース、冷麺のめん
平成23年3月24日 令和2年9月10日 株式会社五星コーポレーション 株式会社五星コーポレーション 芝綜合法律事務所 03-5425-2911

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。



商標権 「LEG MAGIC」の商標 5015612 身体トレーニング用具 平成24年9月5日 令和2年9月4日 株式会社オークローンマーケティング 株式会社オークローンマーケティング 株式会社オークローンマーケティング 法務セクション 052-950-1144

商標権 「・・motomo」の商標 5628547 スマートフォン用のケース 平成26年9月26日 令和2年9月25日 株式会社ＵＩ 株式会社ＵＩ 株式会社UI 03-6661-9554

著作権 映画「Mother」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成22年9月10日 令和2年9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

著作権 映画「三毛猫ホームズの推理」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年9月7日 令和2年9月6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 ｄａｙｄｒｅａｍ Ａｉｍｅｒ 音楽用CD 平成29年3月31日 令和2年9月20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


