
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
エアーコンディショナー用リモートコントローラーの意

匠
1485068 エアコン用リモコン 令和3年3月25日 令和7年3月24日 ダイキン工業株式会社 ダイキン工業株式会社

ダイキン工業株式会社 法務・コンプライアンス・知財
センター 知的財産グループ

06-6373-4322

意匠権
エアーコンディショナー用リモートコントローラーの意

匠
1405418 エアコン用リモコン 令和3年3月25日 令和7年3月24日 ダイキン工業株式会社 ダイキン工業株式会社

ダイキン工業株式会社 法務・コンプライアンス・知財
センター 知的財産グループ

06-6373-4322

商標権 「どうぶつの森」等の商標 6082226 ぬいぐるみ 令和3年3月4日 令和7年3月3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 「DAYTONA」の商標 6103035 手動式ジャッキ用スタンド 令和3年3月11日 令和7年3月10日 株式会社デイトナ 株式会社デイトナ 東山特許事務所 054-252-8258

商標権 「C」と円の図形商標 5932870 美顔用パック 令和3年3月15日 令和7年3月14日 株式会社メディクスジャパン 株式会社メディクスジャパン 株式会社メディクスジャパン 03-6273-9703

商標権 「マンチェスターユナイテッド」の図形商標 4770680 レプリカユニフォーム（上下） 令和3年3月24日 令和6年5月14日
マンチェスター　ユナイテッド　フットボール　クラブ

リミテッド
マンチェスター　ユナイテッド　フットボール　クラブ

リミテッド
桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

著作隣接権 Star SUPER JUNIOR 音楽用ＣＤ 令和3年3月31日 令和7年1月26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 法務ユニット
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

意匠権 自動車用警音器の意匠 1326989 自動車用警音器（ホーン） 平成24年5月24日 令和4年3月14日 株式会社ミツバサンコーワ 株式会社ミツバサンコーワ
特許業務法人

志賀国際特許事務所
03-5288-5811

意匠権 注出口付き包装用容器の意匠 1486640 台所用合成洗剤 平成27年3月31日 令和3年11月15日 旭化成ホームプロダクツ株式会社 旭化成ホームプロダクツ株式会社 TMI総合法律事務所 03-6438-5511

意匠権 発光ダイオード電球の意匠 1543759 自動車用ヘッドランプバルブ 平成29年3月21日 令和7年1月15日 ＩＰＦ株式会社 ＩＰＦ株式会社 古澤特許事務所 03-3262-3205

意匠権 装飾用照明具の意匠 1504534 装飾用照明具 平成29年4月26日 令和7年4月25日 コロナ産業株式会社 コロナ産業株式会社 メリットパートナーズ法律事務所 03-5281-8300

意匠権 マッサージ器具の意匠 1604182 マッサージ器具 平成31年4月12日 令和7年4月20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 ｢YKK」「VISLON」の商標 0645398 スライドファスナー 平成7年12月18日 令和6年6月22日 ＹＫＫ株式会社 ＹＫＫ株式会社
ＹＫＫ株式会社 管理本部 法務・知的財産部 コンプラ

イアンスグループ ブランド保護チーム
03-3864-2090

商標権 ｢CIALIS（標準文字）」「シアリス錠（立体）」の商標 4457616 勃起不全治療薬（シアリス錠） 平成20年3月26日 令和7年3月9日 イーライ　リリー　アンド　カンパニー イーライ　リリー　アンド　カンパニー
ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事

業）
03-6271-9479

商標権 「SD」の商標 4139651 ＳＤカード（記録媒体） 平成22年6月4日 令和7年4月1日 エスディー＿３シー　エルエルシー エスディー＿３シー　エルエルシー ユアサハラ法律特許事務所 03-3270-6641

商標権 「microSD」の商標 5403522 microSDカード（記録媒体） 平成23年11月4日 令和7年2月20日 エスディー＿３シー　エルエルシー エスディー＿３シー　エルエルシー ユアサハラ法律特許事務所 03-3270-6641

商標権 「EPSON」の商標 5505703
液晶プロジェクター用ランプ、インクジェットプリンター

用インク
平成25年3月19日 令和4年3月9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 IP企画渉外部

0263-86-5387

商標権 「タイク / ＴＡＩＣ」の商標 1015813 トリアリルイソシアヌレート（化学品） 平成27年3月10日 令和5年6月1日 株式会社新菱 株式会社新菱 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 03-5561-8550

商標権 「UCC」の商標 4498069 自転車並びにその部品及び附属品 平成27年3月24日 令和7年3月23日 ユーシーシーホールディングス株式会社 ユーシーシーホールディングス株式会社 ユーシーシーホールディングス株式会社法務室 078-304-8828

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4年9月30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

商標権 「ALPINE」の商標 3306076 天井取付け型後席モニター 平成27年7月23日 令和7年5月16日 アルパイン株式会社 アルパイン株式会社 アルプスアルパイン株式会社 知的財産部 0246-36-4111

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4年10月27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　知的財産担当
03-6712-5638

商標権 「ＢＲＩＤＥ」の商標 5403862
自動車用シート、織物、キーホルダー、クッション、ス
テッカー、自動車用シートベルト、自動車用シフトブー

ツ、自動車用シートベルト用パッド
平成27年10月23日 令和7年4月1日 ブリッド株式会社 ブリッド株式会社 松波特許事務所 052-241-5944

商標権 「muRata」の商標 5032684 コンデンサ、インダクタ 平成28年3月10日 令和7年3月16日 株式会社村田製作所 株式会社村田製作所 青山特許事務所 06-6316-1290

令和3年3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。



商標権 「BURBERRY」等の商標 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4年6月28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 「SHISEIDO」の商標 2556811 化粧品、化粧用ブラシ 平成28年9月7日 令和5年7月30日 株式会社　資生堂 株式会社　資生堂
株式会社　資生堂

リーガル・ガバナンス部
ブランド法務室

03-3572-5111

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7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 　「CANMAKE」の商標 4640230 化粧品 平成29年3月29日 令和5年1月24日 株式会社　井田ラボラトリーズ 株式会社　井田ラボラトリーズ 株式会社 井田ラボラトリーズ 知財・法務部 03-3514-2425

商標権 　「カナヘイ」の商標 4903196 携帯電話機用カバー 平成29年3月31日 令和7年3月30日 赤松隆義 赤松隆義 特許業務法人アテンダ国際特許事務所 03-5825-4741

商標権 　「進撃の巨人」の商標 5766533 ティーシャツ、おもちゃ、トランプ 平成29年4月17日 令和7年4月16日 株式会社講談社 株式会社講談社 TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「OBEY」の商標 4465201 帽子 平成29年8月29日 令和7年4月6日 ボールド　ストラテジーズ　インク ボールド　ストラテジーズ　インク 飯島商標特許事務所 03-3358-1221

著作権 映画「ガールズ＆パンツァー」の著作物 衣類、缶バッジ 平成29年4月18日 令和7年4月17日 株式会社バンダイナムコアーツ 株式会社バンダイナムコアーツ コーポレート本部　法務部 03-6837-2645

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 スライドファスナー用チェーンの意匠 1382201
スライドファスナー　ブルゾン、スポーツ衣料、外衣に

縫製されているスライドファスナー
平成27年6月3日 令和5年2月12日 ＹＫＫ株式会社 ＹＫＫ株式会社

ＹＫＫ株式会社 管理本部 法務・知的財産部 コンプラ
イアンスグループ ブランド保護チーム

03-3864-2025

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 電気スタンドの意匠 1438122 電気スタンド 平成25年4月18日 令和3年3月9日 株式会社コスモテクノ 株式会社コスモテクノ 株式会社コスモテクノ営業二課 042-732-0762

意匠権 温度計の意匠 1270172 温度計 平成26年2月28日 令和3年3月17日 白光株式会社 白光株式会社 白光株式会社R＆Dセンター開発管理課 06-6561-8040

意匠権 筋力トレーニング器の意匠 1270198 筋力トレーニング器 令和2年6月2日 令和3年3月17日 有限会社MAKIスポーツ 有限会社MAKIスポーツ 中村原田国際特許商標事務所 03-3614-3470

著作権
映画「黄金の豚－会計検査庁 特別調査課－」の著

作物
ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成23年3月2日 令和3年3月1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
美術「宮園かをり フィギュア≪ドレスVer.≫1/8スケー

ル」の著作物
フィギュア（玩具） 平成29年3月15日 令和3年3月14日 株式会社アニプレックス 株式会社アニプレックス ＴＭＩ総合法律事務所 03-6438-5511

著作隣接権 四季彩-shikisai- 和楽器バンド 音楽用CD 平成29年5月17日 令和3年3月21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　第２法務ユニット
03-6714-6308

著作隣接権 THE JSB WORLD
三代目 J Soul Brothers from

EXILE TRIBE
音楽用CD 平成29年6月8日 令和3年3月28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　第２法務ユニット

03-6714-6308

著作隣接権 ＴＲＡＣＥＳ　ＶＯＬ．２（初回限定盤） ｔｈｅ　ＧａｚｅｔｔＥ 音楽用CD 平成29年6月13日 令和3年3月7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 ＴＲＡＣＥＳ　ＶＯＬ．２（通常盤） ｔｈｅ　ＧａｚｅｔｔＥ 音楽用CD 平成29年7月14日 令和3年3月7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 ＴＯＵＧＨ 中島美嘉 音楽用CD 平成29年7月14日 令和3年3月21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

２．輸出差止申立て

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

商標権 「M･U SPORTS」の商標 5399555 ゴルフクラブ 令和元年12月11日 令和7年3月18日 株式会社ツー・アンド・ワン 株式会社ツー・アンド・ワン
株式会社ツー・アンド・ワン

経営支援TEAM
03-5635-6661

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。

令和3年3月分

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。

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。


