
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 空気冷却器の意匠 1625181 空気冷却器 令和3年1月14日 令和3年6月12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 小西・中村特許事務所 052-229-1070

商標権 「ORBIS」の商標 5640552 化粧品 令和3年1月14日 令和5年12月27日 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
オルビス株式会社　HR・法務総務部　法務・総務グ

ループ
03-3788-1711

商標権 「napla」の商標 6227428 化粧品 令和3年1月21日 令和4年4月5日 株式会社ナプラ 株式会社ナプラ 中野・濱田特許事務所 06-4705-3955

商標権 「PHILIPS」の商標 753800 電気かみそり用替え刃 令和3年1月27日 令和7年1月26日 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 株式会社フィリップス・ジャパン 知的財産標準本部 03-3740-5019

商標権 「TORAYCA」「TORAY」の商標 5347639 炭素繊維クロス 令和3年1月27日 令和5年6月28日 東レ株式会社 東レ株式会社 橘国際特許事務所 03-3358-0866

著作権

映画
「同期のサクラ」
「俺の話は長い」

「ニッポンノワール・刑事Yの反乱」

DVDおよびその他記録媒体 令和3年1月14日 令和7年1月13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

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

商標権 　「RAYS」等の商標 5437316 自動車用ホイール、自動車用ホイール部品、時計 平成30年6月15日 令和3年9月9日 株式会社レイズ 株式会社レイズ 株式会社レイズ 06-6787-1110

商標権 「IONION」の商標 6245159 マイナスイオン発生器 令和2年7月31日 令和6年7月30日 株式会社トラストレックス 株式会社トラストレックス 株式会社トラストレックス 06-6378-1611

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 発光うちわの特許発明 3514748（請求項1） 発光うちわ 平成25年4月3日 令和4年1月23日 マイクロストーン株式会社 マイクロストーン株式会社 大澤特許事務所 03-5981-7885

特許権 ごみ貯蔵機器用カセットの特許発明 4402165（請求項14） ごみ貯蔵機器用ごみ貯蔵カセット 平成27年1月9日 令和6年10月21日 サンジェニック・インターナショナル・リミテッド サンジェニック・インターナショナル・リミテッド 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 03-5561-8550

特許権 カートリッジの特許発明 5682732（請求項13、14） インクカートリッジ 平成28年5月18日 令和7年1月23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

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7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 包装用容器の意匠 1493522 包装用容器 平成29年2月16日 令和6年2月21日 シーピー化成株式会社 シーピー化成株式会社 シーピー化成株式会社知的財産課 0866-75-1019

意匠権 自動二輪車用タイヤの意匠 1308870 自動二輪車用タイヤ 平成29年3月2日 令和4年7月27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

商標権 「SUZUKI」の商標 2083260
二輪自動車用オイルフィルター、自動車用シートベ

ルトキャンセラー、ドアロックカバー
令和元年6月3日 令和3年11月29日 スズキ株式会社 スズキ株式会社

スズキ株式会社
知的財産部意匠 ・商標グループ

053-440-2414

商標権 ｢CISCOSYSTEMS｣の商標 3346569
インターフェースカード、ルーター、ＬＡＮスイッチ、

光トランシーバーモジュール、スタッキングモジュー
ル

平成21年4月22日 令和3年2月9日 シスコ　テクノロジー　インコーポレイテッド シスコ　テクノロジー　インコーポレイテッド 特許業務法人　白坂 03-6206-3251

商標権 「Nintendo」の商標 1619331
携帯用液晶画面ゲームおもちゃ及びその部品、付属

品、関連品
平成22年1月6日 令和5年9月29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 「NISSAN」の商標 4894452

（自動車用）ブレーキパッド、（自動車エンジン用）オ
イルフィルター、（自動車用）エアバッグ、（自動車用）
キー、（自動車用）エアバッグカバー、 自動車用シー

トベルトキャンセラー

平成24年4月1日 令和4年7月26日 日産自動車株式会社 日産自動車株式会社 日産自動車株式会社　IPプロモーション部 045-523-5646

商標権 「ＯＬＹＭＰＵＳ」の商標 5499365 バッテリー、医療用電極 平成25年2月14日 令和4年6月8日 オリンパス株式会社 オリンパス株式会社
オリンパス株式会社　知的財産ポートフォリオマネジ

メント
042-691-7504

商標権 「DIFLUCAN」の商標 2218703 ジフルカン錠 平成26年9月8日 令和7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 ファイザー株式会社　セキュリティ・オフィス 080-4060-9671

令和3年1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 「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11月2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 「Champion」の商標 5978549
パーカ、スウェットシャツ、ティーシャツ、靴下、スマー

トフォンケース
平成30年7月26日 令和7年2月27日

エッチビーアイ　ブランデッド　アパレル　エンタープ
ライセス　エルエルシー

エッチビーアイ　ブランデッド　アパレル　エンタープ
ライセス　エルエルシー

ユアサハラ法律特許事務所 03-3270-6641

著作権 映画「幽☆遊☆白書」の著作物 ＤＶＤ 平成17年1月18日 令和7年1月17日 株式会社ぴえろ 株式会社ぴえろ 株式会社ぴえろ　営業部 0422-70-6403

著作権 映画「セロ弾きのゴーシュ」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成21年1月30日 令和7年1月29日 有限会社オープロダクション 有限会社オープロダクション 有限会社オープロダクション 03-5761-8925

著作権
映画「劇場版ＴＲＩＣＫ 霊能力者バトルロイヤル」の著

作物
ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成23年2月17日 令和7年2月16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「世界一難しい恋」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成29年1月30日 令和7年1月29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 ｢T及びＬ｣の図形商標 4614126 自動車用のブランクキー 平成25年1月11日 令和3年1月10日 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社

知的財産部　IP戦略グループ
03-6311-5725

著作権 映画「トッカン」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成25年1月16日 令和3年1月15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

２．輸出差止申立て

令和3年1月分

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 「ＯＭＸ」の商標 5394178 食品サプリメント 平成25年11月8日 令和7年2月25日 株式会社バイオバンク 株式会社バイオバンク
特許業務法人

エビス国際特許事務所
03-5436-4858

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。

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。


