
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

商標権
「LA POUDRE HAUTE NUANCE」

の商標
6275881 フェイスパウダー 令和4年2月7日 令和8年2月6日 株式会社アルビオン 株式会社アルビオン

特許業務法人
HARAKENZO WORLD

 PATENT & TRADEMARK
03-3433-5810

商標権 「IL BISONTE」の商標 国際1364297 かばん類 令和4年2月28日 令和8年2月27日 株式会社ルック
イル　ビゾンテ　ソチエタ

ペル　アツィオーニ
特許業務法人

松原・村木国際特許事務所
03-3263-7676

著作権

映画
「美食探偵 明智五郎」

「ハケンの品格」
「未満警察ミッドナイトランナー」

「親バカ青春白書」
「私たちはどうかしている」

の著作物

DVDおよびその他記録媒体 令和4年2月9日 令和8年2月8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

不正競争防止法
ニンテンドースイッチに係る

技術的制限手段
ＳＸCore 令和4年2月7日 令和8年2月6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

特許権
携帯型メディアプレーヤ用
延長ソケットの特許発明

6091438(請求項2、8)

スマートフォン・タブレット・カメラ・音響再生機及びビ
デオプレーヤー等の手持ち電子装置用のグリップ・

スタンド及び固定具、ソケットを備えた携帯型メディア
プレーヤケース

平成30年12月20日 令和5年2月17日
ポップソケッツ　リミテッド
ライアビリティ　カンパニー

ポップソケッツ　リミテッド
ライアビリティ　カンパニー

TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「adidas」の商標 1838770

ウィンドブレーカー、コート、パーカー、ジャンパー、
ジャージー、サッカーレプリカジャージー、トレー

ナー、パンツ（ロングパンツ及びショートパンツ）、ポ
ロシャツ、Ｔシャツ、タンクトップ、アンダーウェア、ソッ
クス、帽子（キャップ）、シューズ（スポーツ用シューズ

を含む）、サンダル

平成23年7月5日 令和5年10月29日 アディダス　アーゲー アディダス　アーゲー 和田・渡辺法律事務所 03-3512-3711

商標権 「宮殿」の商標 5479860 キムチ 平成25年1月24日 令和8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 「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8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 「くまのがっこう」の商標 4653541 財布、ストラップ、人形 平成25年11月26日 令和5年3月14日 株式会社バンダイ 株式会社バンダイ
株式会社バンダイ
法務・知的財産部

03-3847-5060

商標権 「Nikon」の商標 4637426
バッテリー、デジタルカメラの附属品、マグカップ、水
筒、デモレンズ付眼鏡用フレーム、サングラス、眼鏡

レンズ
平成28年1月18日 令和5年1月17日 株式会社ニコン 株式会社ニコン

特許業務法人
志賀国際特許事務所

03-5288-5811

商標権 「REGAL」の商標 4863730 靴類、時計 平成28年4月11日 令和6年2月29日 株式会社リーガルコーポレーション 株式会社リーガルコーポレーション
株式会社リーガルコーポレーション

法務部　法務課
047-304-7083

商標権 「Y」の図形と「YOKOHAMA」の商標 2044111 ワッペン 平成28年7月22日 令和8年4月26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

商標権 「OKI」の商標 5829093
トナー、トナーカートリッジ（充てんされたもの）、

印字用インクリボン
平成30年2月21日 令和8年2月20日 沖電気工業株式会社 沖電気工業株式会社

特許業務法人
きさ特許商標事務所

03-6367-5990

商標権 　「BVB09」の商標 国際797651
スマートフォンのケース、ブレスレット、ティーシャツ、

ユニフォーム（レプリカユニフォームを含む）
平成30年3月9日 令和4年8月21日

ビーブイビー　マーチャンダイジング　ゲーエムベー
ハー

ビーブイビー　マーチャンダイジング　ゲーエムベー
ハー

みなとみらい特許事務所 045-228-7531

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8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・リスク管理本部　知的財産部
03-6889-6441

商標権 ｢VICTOR」の商標 1737092
レコード、ＣＤ、音楽テープ、ビデオテープ、ビデオ

ディスク、蓄音機、ヘッドセット、ヘッドホン・イヤホン
平成7年8月15日 令和5年8月30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
知的財産部 商標意匠グループ

045-450-2421

商標権 ｢asics」の商標 4569831 運動靴 平成16年2月13日 令和8年2月22日 株式会社アシックス 株式会社アシックス
株式会社アシックス

 グローバル法務・コンプライアンス
統括部 　知的財産部

050-1744-3270

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4年2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 ｢DOLCE＆GABBANA｣の商標 2090068

Ｔシャツ、トレーナー、ベルト、眼鏡フレーム、サング
ラス、アクセサリー、靴下、時計、バッグ、靴、サンダ
ル、ジーンズ、マフラー、帽子、ポーチ、手袋、アクセ

サリー保管箱、ボタン、タオル、財布、ジャケット、
ジャンパー、ブルゾン、コート、セーター、スーツ、ズ
ボン、スカート、シャツ、ブラウス、Ｙシャツ、下着、ト
レーニングウエア、バックル、カフスボタン、スパッ
ツ、キーケース、キーホルダー、ネクタイ、ポロシャ

ツ、タンクトップ、キャミソール、ペット用衣類、携帯電
話ストラップ、名刺入れ、パスケース、ワンピース

平成17年1月25日 令和4年5月24日
ドルチェ・アンド・ガッバーナ　トレードマークス　エッ

セ・エルレ・エルレ
ドルチェ・アンド・ガッバーナ　トレードマークス　エッ

セ・エルレ・エルレ

ドルチェ・アンド・ガッバーナ・
ジャパン株式会社
　知的財産担当

03-6419-2225

商標権 「Pfizer」の商標 5348882 バイアグラ錠 平成26年7月29日 令和6年8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 080-4060-9671

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 　「Supreme」の商標 4654372

ティーシャツ、洋服類、下着、靴下・手袋・マフラー
類、帽子、ヘアバンド、ベルト、かばん・財布類、靴
類、サンダル類、傘時計及びその部品・附属品、食
器類、喫煙用具、キーホルダー、タオル、毛布、クッ
ション、ぬいぐるみ人形、ハンドスピナー、シール及
びステッカー、水筒、保安用ヘルメット、プラスチック
製包装用袋、筆記用具、愛玩動物用被服、イス、敷
物、衛生マスク、ポーチ・小物入れ、衣類用バッジ

平成30年2月23日 令和4年2月22日 株式会社Supreme 株式会社Supreme 株式会社Supreme 03-5770-8510

著作隣接権 私このままでいいのかな BoA 音楽用CD 平成30年4月20日 令和4年2月13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

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。


