
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 カートリッジの特許発明 6531860(請求項1) インクカートリッジ 令和2年10月20日 令和3年5月31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 はる総合法律事務所 03-6452-9820

特許権 美容器の特許発明 5791844(請求項1) マッサージ器 令和2年10月26日 令和3年8月14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 「ULTRA WiFi」の商標 5483306 モバイルＷｉ-Ｆｉルーター 令和2年10月15日 令和4年3月30日 ソフトバンク株式会社 ソフトバンク株式会社 ソフトバンク株式会社 法務本部　知的財産部 03-6889-6441

商標権 「Pocket WiFi」の商標 5340117 モバイルルーター端末 令和2年10月15日 令和3年5月20日 ソフトバンク株式会社 ソフトバンク株式会社 ソフトバンク株式会社 法務本部　知的財産部 03-6889-6441

商標権 「ACUVUE」の商標 2191473 コンタクトレンズ 令和2年10月23日 令和6年10月22日 ジョンソン アンド ジョンソン ジョンソン アンド ジョンソン みなとみらい特許事務所 045-228-7531

商標権 「ＴＡＳＡＫＩ」の商標 5807374 指輪 令和2年10月27日 令和6年10月26日 株式会社TASAKI 株式会社TASAKI 特許業務法人三枝国際特許事務所 03-5511-2855

商標権 「ＴＡＳＡＫＩ」の立体商標 6125506 指輪 令和2年10月27日 令和6年10月26日 株式会社TASAKI 株式会社TASAKI 特許業務法人三枝国際特許事務所 03-5511-2855

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 「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、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、スマート

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　商標部
050-3750-4745

商標権 「SUBARU」の商標 4304909

鍵、自動車用照明器具及び附属品、自動車用ラジ
エターキャップ、自動車の部品・附属品、キーホル
ダー、ステッカー、ライター、キーケース、ダッシュ

ボード用マット、ネックピロー

平成26年9月22日 令和4年8月16日 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 長島・大野・常松法律事務所 03-6889-7384

商標権 ｢MILLET｣の商標 4143390 洋服類、帽子、リュックサック 平成26年10月31日 令和4年5月8日 ミレ　マウンテン　グループ　エスエーエス ミレ　マウンテン　グループ　エスエーエス 特許業務法人ＹＫＩ国際特許事務所 0422-21-2340

商標権 「HELLY HANSEN」の商標 国際904826A スウェットシャツ、ジャケット、ポロシャツ 令和2年1月29日 令和6年1月28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

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、ゲーム機 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

意匠権 美容用ローラーの意匠 1387971 美容用ローラー 平成22年10月20日 令和6年4月16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 1387971 美容用ローラー 平成22年10月20日 令和6年4月16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 送風機の意匠 1376284 送風機 平成25年10月8日 令和6年11月20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 つけまつ毛用ピンセットの意匠 1403594 つけまつ毛用ピンセット 平成27年4月27日 令和6年11月19日 ノーブル株式会社 ノーブル株式会社 ノーブル株式会社 03-6821-7955

意匠権 美容用ローラーの意匠 1426576 美容用ローラー 平成28年11月21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 ハンドバッグの意匠 1317702 ハンドバッグ 平成29年3月1日 令和3年11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ビジネスサポート＆アドミ

ニストレーション部
03-6228-8050

意匠権 自動車用フロアマットの意匠 1590723 自動車用フロアマット 平成30年4月6日 令和3年10月20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 自動車用フロアマットの意匠 1590724 自動車用フロアマット 平成30年4月6日 令和3年10月20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

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。

令和2年10月分

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。



意匠権 皮膚美容機器の意匠 1594104 皮膚美容機器 令和元年12月5日 令和5年12月8日 株式会社ＡＲＴＩＳＴＩＣ＆ＣＯ. 株式会社ＡＲＴＩＳＴＩＣ＆ＣＯ. あいそう特許業務法人 052-253-5541

商標権 ｢クロコダイル｣の商標 0571612 ポロシャツ 平成8年10月3日 令和3年5月1日 ヤマトインターナショナル株式会社 ヤマトインターナショナル株式会社 ヤマトインターナショナル株式会社　IR経営企画室 03-5493-5629

商標権 ｢RED WING SHOES｣の商標 2284647 ワークブーツ 平成9年9月1日 令和6年11月30日
レツド　ウイング　シユー　カンパニー　インコーポレ

イテイド
レツド　ウイング　シユー　カンパニー　インコーポレ

イテイド
ホワイト＆ケース法律事務所 03-6384-3300

商標権 ｢ジーティーホーキンス／G．T．HAWKINS｣の商標 4521153 ブーツ、登山靴 平成16年5月24日 令和3年8月3日 株式会社エービーシー・マート 株式会社エービーシー・マート 株式会社エービーシー・マート生産管理部 03-3476-5630

商標権 ｢MaxMara｣の商標 2474364 コート 平成19年9月5日 令和4年11月30日
マックス　マーラ　ファッショングループ　エス　アール

エル
マックス　マーラ　ファッショングループ　エス　アール

エル
長島・大野・常松法律事務所 03-6889-7515

商標権 「PS」の図形商標 4440718-2 家庭用ゲーム機用コントローラー 平成24年5月15日 令和6年8月22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 ｢NEW ERA｣の商標 4433096 帽子 平成24年12月14日 令和4年6月1日 ニュー　エラ　キャップ　コ　インク ニュー　エラ　キャップ　コ　インク 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 「LIFEPROOF」の商標 国際1054602 スマートフォン用ケース 平成25年3月7日 令和6年10月6日 TREEFROG DEVELOPMENTS, INC. TREEFROG DEVELOPMENTS, INC. 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 「 a 」の図形の商標 4429479 録画済みＤＶＤ 平成25年4月24日 令和6年11月2日 エイベックス株式会社 エイベックス株式会社
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

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4年5月25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 「LINE」の商標 5544081 スマートフォン用のカバー 平成26年10月24日 令和4年12月21日 ＬＩＮＥ株式会社 ＬＩＮＥ株式会社 コンプライアンス・リスク管理室 03-4316-2000

商標権 「brembo」の商標 2270588 ブレーキキャリパーカバー 平成27年5月14日 令和6年10月31日
フレニ　ブレンボ　エス　ピー　エイ　オ　アンケ　ピュ

ブレブメンテ　ブレンボ　エス　ピー　エイ
フレニ　ブレンボ　エス　ピー　エイ　オ　アンケ　ピュ

ブレブメンテ　ブレンボ　エス　ピー　エイ
株式会社ブレンボ・ジャパン　総務部（知的財産担

当）
03-3726-7136

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4年4月16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 「ＰＡＮＥＲＡＩ」の商標 5458001 腕時計 平成28年12月2日 令和3年12月16日 オフィチーネ　パネライ　アクチェンゲゼルシャフト オフィチーネ　パネライ　アクチェンゲゼルシャフト ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 03-5220-6500

商標権 「HELLOKITTY」の商標 4470690 携帯電話機・スマートフォンケース 平成28年12月13日 令和3年4月27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

商標権 「宋家」の文字商標 5807916 加工のり 平成30年10月24日 令和6年10月22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 戸塚特許事務所 03-3539-1911

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6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

著作権 映画「僕等がいた　前篇」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成24年11月26日 令和6年11月25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
03-3591-4651

著作権 映画「僕等がいた　後篇」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 東宝株式会社 東宝株式会社（他５社）
東宝株式会社

法務部
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 ｢MUNSINGWEAR｣の商標 1618278
ポロシャツ、Ｔシャツ、カーディガン、セーター、トレー

ナー、パーカー
平成15年11月7日 令和3年7月18日 株式会社デサント 株式会社デサント 経営企画室　法務課 03-5979-6001

商標権 「TaylorMade」の商標 4576708 ゴルフクラブまたはその部品 平成27年11月4日 令和4年6月14日
テイラー・メイド・ゴルフ・カンパニー・インコーポレイ

テッド
テイラー・メイド・ゴルフ・カンパニー・インコーポレイ

テッド
テーラーメイドゴルフ株式会社 03-3570-5357

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 係止具の意匠 1255994 係止具 平成24年4月4日 令和2年10月7日 株式会社マーゼンプロダクツ 株式会社マーゼンプロダクツ 株式会社マーゼンプロダクツ営業課 0561-73-3411

意匠権 自動車用タイヤの意匠 1257256 自動車用タイヤ 平成29年12月1日 令和2年10月21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

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 ｢SPARK-L｣の商標 4427808 ガス点火器 平成17年6月13日 令和2年10月27日 平野技研工業株式会社 平野技研工業株式会社 平野技研工業株式会社 0544-23-4543

商標権 「KENWOOD」の商標 1904674 ぶどう酒 平成26年10月6日 令和2年10月5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　技術・生産戦略統括部

知的財産部
045-450-2421


