
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 携帯用魔法瓶の意匠 1507784 携帯用魔法瓶 令和2年12月10日 令和3年8月29日 タイガー魔法瓶株式会社 タイガー魔法瓶株式会社
タイガー魔法瓶株式会社

ｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 法務知財チーム
06-6906-2146

意匠権 柱材支持具の意匠 1570787 柱材支持具 令和2年12月24日 令和6年12月23日 平安伸銅工業株式会社 平安伸銅工業株式会社 K＆T特許商標事務所 06-6224-0731

意匠権 トレーニング器具の意匠 1651264 トレーニング器具（Nintendo Switch用機器） 令和2年12月28日 令和5年1月7日 任天堂株式会社 任天堂株式会社 任天堂株式会社 075-662-9600

商標権 「SOKKIA」の商標 3269330 バッテリー 令和2年12月3日 令和6年12月2日 株式会社トプコン 株式会社トプコン
株式会社トプコン

R&D 本部　R&D 企画部
知的財産課

03-3558-2554

商標権 「ALB LABRICO」の商標 5976329 家具用プラスチック製柱材支持具 令和2年12月24日 令和6年12月23日 平安伸銅工業株式会社 平安伸銅工業株式会社 K＆T特許商標事務所 06-6224-0731

商標権 「Style BX」の商標 6007162 姿勢矯正機能付きベルト 令和2年12月25日 令和4年12月22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

052－481-5001

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 インクカートリッジの意匠 1516270 インクカートリッジ 平成29年9月27日 令和6年12月19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

松本南事業所　知的財産本部
0263-86-5387

商標権 ｢ROLEX｣の商標 0125919 時計類及びその付属品 平成7年3月14日 令和3年2月25日 日本ロレックス株式会社 ロレックス　ソシエテ　アノニム
日本ロレックス株式会社
カスタマーサービス部

03-5857-2305

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9月21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 「バーキン」の立体商標 5438059 ハンドバッグ 平成25年1月17日 令和3年9月9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 「Glashütte Originalと図形」の結合商標 4443585 腕時計 平成25年8月8日 令和7年1月5日
グラスヒュッター・ウーレンベトリーブ・ゲゼルシャフ

ト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
グラスヒュッター・ウーレンベトリーブ・ゲゼルシャフ

ト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 ｢MONCLER｣の商標 国際978819
洋服類・ティーシャツ、眼鏡・サングラス類及びその

付属品
平成25年12月5日 令和3年12月31日 モンクレール　ソチエタ　ペル　アツィオーニ モンクレール　ソチエタ　ペル　アツィオーニ 青和特許法律事務所 03-3597-1238

商標権 「名探偵コナン」の商標 5033653 時計、おもちゃ 平成26年6月9日 令和7年3月16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　ﾒﾃﾞｨｱ事業本部

海賊版対策室
03-3515-6970

商標権 「ＴＩＦＦＡＮＹ」の商標 1495117
眼鏡、携帯電話機の付属品、身飾品、紙製包装用

容器、布製包装用袋
平成26年7月18日 令和3年8月30日 ティファニー、アンド、カンパニー ティファニー、アンド、カンパニー 桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

商標権 「TACHIKARA」の商標 1240182 バレーボール 平成26年12月24日 令和6年12月13日 タチカラホールディングス株式会社 タチカラホールディングス株式会社 特許業務法人　松原・村木国際特許事務所 03-3263-7676

商標権 「LONGINES」の商標 0238793 腕時計 平成27年1月6日 令和3年4月30日
コンパニー　デ　モントル　ロンジン　フランション　ソ

シエテ　アノニム
コンパニー　デ　モントル　ロンジン　フランション　ソ

シエテ　アノニム
ＴＭＩ総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「RADO」の商標 2661742 腕時計 平成27年1月19日 令和6年5月31日 ラドー　ウーレン　アクチエンゲゼルシャフト ラドー　ウーレン　アクチエンゲゼルシャフト ＴＭＩ総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「BOBBI BROWN」の商標 4892178 化粧品、化粧用具 平成27年4月15日 令和7年2月9日
ボビイ ブラウン プロフェッショナル

コスメティックスインコーポレーティッド
ボビイ ブラウン プロフェッショナル

コスメティックスインコーポレーティッド
ＥＬＣジャパン株式会社

03-6625-1000

商標権 「JIMMY　CHOO」の商標 4442564 靴 平成28年4月16日 令和6年12月22日 ジェー、チュー、リミテッド ジェー、チュー、リミテッド Michael Kors Japan 合同会社 03-6674-3816

商標権 「SABELT」の商標 1843173 自動車用レーシングシートベルト 平成29年2月1日 令和6年12月31日 サベルト　ソシエタ　ペル　アチオニ サベルト　ソシエタ　ペル　アチオニ エンパイヤ自動車株式会社　経営企画室 03-3555-6170

商標権 「BACKJOY」の商標 国際1065520 骨盤サポート用のシートクッション 令和元年6月14日 令和7年1月11日 バックジョイオーソティクスエルエルシー バックジョイオーソティクスエルエルシー 株式会社ジュート 03-5429-6717

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

令和2年12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。

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。

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 ｢SevenStars｣の商標 3044237 紙巻たばこ 平成12年8月1日 令和6年5月31日 日本たばこ産業株式会社 日本たばこ産業株式会社
日本たばこ産業株式会社

たばこ事業本部　事業企画室
03-6636-2914

商標権 「ＭＩＣＨＡＥＬ　ＫＯＲＳ」の商標 2543771 かばん・財布類、時計、サングラス、帽子、履物 平成27年4月10日 令和3年3月31日
マイケル　コース（スイッツァランド）インターナショナ
ル　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレンクテル　ハフツ

ング

マイケル　コース（スイッツァランド）インターナショナ
ル　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレンクテル　ハフツ

ング
Michael Kors Japan 合同会社 03-6674-3816

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 ｢Kappa｣の商標 1260726
ジャケット、ロングパンツ、ハーフパンツ、ジャケット・

パンツセット、コート、Ｔシャツ、ポロシャツ
平成14年12月10日 令和2年12月21日 株式会社フェニックス 株式会社フェニックス 株式会社フェニックス　財務経理部　物流課 03-6833-3404

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 素肌マッサージ用美容ローラーの意匠 1291048 素肌マッサージ用美容ローラー 平成23年4月20日 令和2年12月8日 株式会社サンファミリー 株式会社サンファミリー 株式会社サンファミリー商品部企画開発課 079-438-7006

商標権 「G-STAR」の商標 4310458 ジーンズ、Ｔシャツ 平成28年2月2日 令和2年12月8日 ティーエム２５　ホールディング　ビー.ブイ. ティーエム２５　ホールディング　ビー.ブイ. ユアサハラ法律特許事務所 03-3270-6641

商標権 「虫よけパッチα」の商標 5424387 シール状の害虫忌避剤 平成28年12月19日 令和2年12月18日 アース製薬株式会社 アース製薬株式会社 アース製薬株式会社　法務部 03-5207-7916

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。

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。


