
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 自動車用ホイールの意匠 1551099 自動車用ホイール 令和2年11月16日 令和6年4月28日 べーベーエス モータースポーツ ゲーエムベーハ― べーベーエス モータースポーツ ゲーエムベーハ― BBSジャパン株式会社 経営戦略本部 経営企画部 0766-31-0021

意匠権 自動車用タイヤの意匠 1350803 自動車用タイヤ 令和2年11月16日 令和6年11月15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

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

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

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 紙おしぼり製造装置の特許発明 5846533(請求項1) 紙おしぼり製造装置 平成30年3月6日 令和3年12月4日 三和紙工株式会社 三和紙工株式会社
三和紙工株式会社

八潮事業所
048-998-7900

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
1487703

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12月6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 画像形成機用プロセスカートリッジの意匠 1380834 トナーカートリッジ 平成28年11月24日 令和3年1月22日 株式会社リコー 株式会社リコー
株式会社リコー

 知的財産本部 知的財産戦略センター 知的財産運
用部

046-292-6405

意匠権 ヘアーアイロンの意匠 1458944 ヘアーアイロン 平成30年2月7日 令和3年11月30日 株式会社プランニング１ 株式会社プランニング１ 川岸弘樹法律特許事務所 052-219-2066

意匠権 スーツケースの意匠 1514848 スーツケース 平成31年4月8日 令和3年12月5日 株式会社ティーアンドエス 株式会社ティーアンドエス せいしん特許法律事務所 03-6256-9421

商標権 「宮殿」の商標 5479860 キムチ 平成25年1月24日 令和4年3月16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 「「VIEW」の文字」の商標 3223869 スイミングゴーグル 平成25年5月8日 令和3年4月27日 株式会社タバタ 株式会社タバタ 株式会社タバタ　業務推進部　QMS推進課 03-3624-2811

商標権 「AVIREX／アビレックス」の商標 4211600 洋服類 平成26年3月25日 令和6年12月17日 株式会社上野商会 株式会社上野商会 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 03-5919-7882

商標権 「DANCE WITH DRAGON」の商標 5008796 キャディーバッグ 平成26年6月10日 令和6年12月8日 ウィッツ株式会社 ウィッツ株式会社 ウィッツ株式会社 075-254-7888

商標権 ｢となりのトトロ｣の商標 4572804
携帯電話機の付属品、身飾品、かばん・財布類、お

もちゃ
平成26年11月18日 令和4年5月31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

商標権 「COMME des GARÇONS」の商標 4549249 洋服類、ティーシャツ 平成27年1月9日 令和4年3月8日 株式会社　コム・デ・ギャルソン 株式会社　コム・デ・ギャルソン 特許業務法人　松原・村木国際特許事務所 03-3263-7676

商標権 「ＨＯＮＤＡ」の商標 4797605 エンジン 平成27年1月29日 令和6年8月27日 本田技研工業株式会社 本田技研工業株式会社 イグレット知財活用弁理士事務所 045-325-9202

商標権 「BAOBAO ISSEY MIYAKE」の商標 5719406 スマートフォンケース 平成27年2月16日 令和6年11月21日 株式会社三宅デザイン事務所 株式会社三宅デザイン事務所 株式会社三宅デザイン事務所　法務部 03-5454-0721

商標権 「ＰＡＮＤＵＩＴ」の商標 5850038 モジュラープラグ 平成29年1月5日 令和7年1月4日 パンドウィット・コーポレーション パンドウィット・コーポレーション
特許業務法人

志賀国際特許事務所
03-5288-5811

商標権 　「ergobaby」の商標 5643180
身体着用型ベビーキャリー（子守帯）、身体着用型ベ

ビーキャリーの附属品（インファントインサート）
平成29年6月21日 令和5年12月31日 株式会社ダッドウェイ

ザ　エルゴベイビー　キャリヤー　インコーポレイテッ
ド

株式会社ダッドウェイ　エルゴベビー事業本部　品質
保証・管理

045-277-3005

著作権 映画「機動戦士ガンダム」の著作物 ＤＶＤ 平成16年12月21日 令和6年12月20日 株式会社サンライズ 株式会社サンライズ 株式会社サンライズ法務部 03-3395-7521

著作権
映画「劇場版 ポケットモンスターミュウツーの逆襲／

ピカチュウのなつやすみ」の著作物
ＤＶＤ 平成17年1月18日 令和7年1月17日 株式会社小学館集英社プロダクション 株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ　ﾒﾃﾞｨｱ事業局本
部　海賊版対策室

03-3515-6970

令和2年11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。



著作権 映画「鬼滅の刃」等の著作物 ＤＶＤ 平成17年1月25日 令和7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

著作権 美術「TATA」の著作物
クッション、ぬいぐるみ、コインケース、チャーム、財

布、マスキングテープ
令和元年12月27日 令和3年12月31日 ライン フレンズ コーポレーション ライン フレンズ コーポレーション みなとみらい特許事務所 045-228-7531

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
電荷制御剤及びそれを用いた静電荷像現像用ト

ナーの特許発明
4627367（請求項1） 電荷制御剤 平成27年9月2日 令和2年11月19日 保土谷化学工業株式会社 保土谷化学工業株式会社 原田雅章知財事務所 03-5772-9241

商標権 「FREDRIK PACKERS」の商標 5827141 かばん類 平成28年11月24日 令和2年11月23日 有限会社レッド 有限会社レッド 有限会社レッド 096-273-7216

著作権 映画「ホタルノヒカリ２」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成22年11月24日 令和2年11月23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 ソルファ
アジアン・カンフー・ジェネレーショ

ン
音楽用CD 平成29年3月31日 令和2年11月29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

著作隣接権 ＫＴＲ×ＧＴＲ 押尾コータロー 音楽用CD 平成29年3月31日 令和2年11月8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

著作隣接権 RAGE OF DUST SPYAIR 音楽用CD 平成30年6月11日 令和2年11月8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・ミュージックレーベルズ（代理人）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
03-5786-8361

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。


