
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 光電センサの意匠 1499940 光電センサ（測域センサ、LIDAR、激光雷达） 令和4年4月28日 令和5年5月9日 北陽電機株式会社 北陽電機株式会社
北陽電機株式会社

開発部　要素開発課
06-6441-2252

商標権 「鋼鉄ジーグ」の商標 5667305 フィギュア 令和4年4月8日 令和6年5月9日 ダイナミック企画株式会社 ダイナミック企画株式会社 新千代田総合法律事務所 03-3239-5360

商標権 「ミルボン/MILBON」の商標 1974578 ヘアドライヤー 令和4年4月8日 令和8年4月7日 株式会社ミルボン 株式会社ミルボン
株式会社ミルボン

開発本部　商品開発部
06-6922-1700

商標権 ｢HOMME PLISSÉ/ISSEY MIYAKE｣の商標 5648242 洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類 令和4年4月18日 令和6年2月7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 03-5454-0721

商標権
「S」を模した図形と「SOFINA」

の文字の結合商標
1826458 化粧用下地 令和4年4月20日 令和7年12月25日 花王株式会社 花王株式会社

花王株式会社
法務・ガバナンス部門

ブランド法務部
03-3660-7149

商標権 「ｂrother」の商標 6236687 印刷機、包装用機械器具 令和4年4月20日 令和8年4月19日 ブラザー工業株式会社 ブラザー工業株式会社
ブラザー工業株式会社

知的財産部
052-824-2462

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 電子機器用コントローラの意匠 1478936 電子機器用コントローラ 平成29年5月18日 令和5年8月9日
株式会社ソニー・

インタラクティブエンタテインメント
株式会社ソニー・

インタラクティブエンタテインメント

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
法務・渉外部

法務・コンプライアンス課
050-3807-0507

意匠権 骨組構造体用フレーム材の意匠 1479870 骨組構造体用フレーム材 令和2年5月15日 令和6年5月14日 日本軽金属株式会社 日本軽金属株式会社 三好内外国特許事務所 03-3504-3075

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

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 トナーコンテナの特許発明 5259088(請求項1) トナーコンテナ 平成30年10月31日 令和5年5月2日
京セラドキュメントソリューションズ

株式会社
京セラドキュメントソリューションズ

株式会社

京セラドキュメントソリューションズ
株式会社

法務知的財産部
06-6764-3888

特許権
継ぎ目無しの長い竹板材

の特許発明
5249332（請求項1） 竹板材（bamboo sheet) 令和2年6月9日 令和5年4月19日 バンドゥラ　ユーエスエー　エルエルシー バンドゥラ　ユーエスエー　エルエルシー

弁護士法人
梅ヶ枝中央法律事務所

06-6364-2764

意匠権 自動車用フレームの意匠 1576670 自動車用フレーム 平成31年2月27日 令和8年4月21日 マリカーホールディングス株式会社 マリカーホールディングス株式会社 正林国際特許商標事務所 03-6895-4500

意匠権
自動車用フレームの意匠

（部分意匠）
1576672 自動車用フレーム 平成31年2月27日 令和8年4月21日 マリカーホールディングス株式会社 マリカーホールディングス株式会社 正林国際特許商標事務所 03-6895-4500

意匠権 財布の意匠 1333558 財布 令和2年9月3日 令和5年5月16日 エルメス　セリエ エルメス　セリエ エルメスジャポン株式会社 03-6228-8050

意匠権 美容用ローラーの意匠 1443232 美容用ローラー 平成27年10月7日 令和8年5月11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 ｢BANANAREPUBLIC｣の商標 1788180 女性用シャツ・ブラウス 平成18年3月22日 令和5年7月18日
バナナリパブリック

（アイ　ティー　エム）
インコーポレイテッド

バナナリパブリック
（アイ　ティー　エム）
インコーポレイテッド

TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 ｢NEWYORKYANKEES」の商標 4317439 帽子、Ｔシャツ、ジャージー、スウェットシャツ 平成18年3月17日 令和8年5月17日
メージャー リーグ

ベースボール プロパティーズ
インコーポレーテッド

メージャー リーグ
ベースボール プロパティーズ

インコーポレーテッド
TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 ｢AVASTIN｣の商標 4581766 薬剤（増殖性疾患用治療薬） 平成24年6月13日 令和8年6月28日 中外製薬株式会社 ジェネンテック・インコーポレーテッド 中外製薬株式会社　知的財産部 070-3993-6337

商標権 「HYSTERIC MINI」の商標 5564265
洋服類、下着類、衣類付属品、かばん・財布類、織

物、携帯電話用ケース、携帯電話用付属品
平成25年9月24日 令和5年3月8日 株式会社オゾンコミュニティ 株式会社オゾンコミュニティ 三宅坂総合法律事務所 03-3500-2986

商標権 ｢MILLET｣の商標 国際835148 洋服類、帽子、リュックサック 平成26年10月31日 令和6年7月2日 ミレ　マウンテン　グループ　エスエーエス ミレ　マウンテン　グループ　エスエーエス 特許業務法人ＹＫＩ国際特許事務所 0422-21-2340

商標権 「TaylorMade」の商標 4576708 ゴルフクラブまたはその部品 平成27年11月4日 令和8年6月14日
テイラー・メイド・ゴルフ・カンパニー・

インコーポレイテッド
テイラー・メイド・ゴルフ・カンパニー・

インコーポレイテッド
テーラーメイドゴルフ株式会社 03-3570-5357

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。

令和4年4月分



商標権 「LOUIS VUITTON」の商標 国際1127685

かばん・財布類、かばん金具、キーホルダー、南京
錠、ファスナー・ボタン、スマートフォン・携帯電話用
ケース及びアクセサリー、タブレット端末用ケース、
洋服類、下着、ティーシャツ、マフラー・ネクタイ・靴
下・手袋類、帽子、ベルト、靴類、サンダル類、眼鏡
類、時計、身飾品、カフスボタン、ヘアアクセサリー、
ネイルシール・付け爪、まくら、寝具及びベッドリネ

ン、タオル・ハンカチ、レザークロス・ビニルクロス、喫
煙用具、文房具・シール類、ペット用衣類・首輪類

平成28年7月22日 令和4年10月27日 ルイ　ヴィトン　マルチエ ルイ　ヴィトン　マルチエ
ルイ・ヴィトン　ジャパン株式会社

知的財産部
03-3514-6228

商標権 　「audio-technica」の商標 965488 ヘッドホン 平成30年4月18日 令和6年8月1日 株式会社オーディオテクニカ 株式会社オーディオテクニカ 西村啓一国際特許事務所 03-6205-7207

商標権 「DENSO」と図形の結合商標 4661425 自動車用エアコンディショナー用フィルター 平成30年5月10日 令和5年4月11日 株式会社デンソー 株式会社デンソー 青和特許法律事務所 03-3597-1234

商標権 ｢b-r-∫｣の商標 4566834 ネイル用筆 平成20年12月26日 令和8年5月10日 ＵＳＵＩ　ＢＲＵＳＨ株式会社 ＵＳＵＩ　ＢＲＵＳＨ株式会社
ＵＳＵＩ　ＢＲＵＳＨ株式会社

営業部　特殊商材課
078-306-6552

商標権
「本場大島紬織物協同組合｣

の商標
1251205 韓国産紬 平成11年6月4日 令和8年4月30日 本場大島紬織物協同組合 本場大島紬織物協同組合 本場大島紬織物協同組合 099-204-7550

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 ｢TAMIFLU／タミフル｣の商標 4376708 薬剤 平成19年8月22日 令和6年4月14日 中外製薬株式会社 エフ・ホフマンーラ　ロシュ　アーゲー
中外製薬株式会社

知的財産部
070-3993-6337

商標権 ｢MaxMara｣の商標 2474364 コート 平成19年9月5日 令和4年11月30日
マックス　マーラ　ファッション
グループ　エス　アール　エル

マックス　マーラ　ファッション
グループ　エス　アール　エル

長島・大野・常松法律事務所 03-6889-7296

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 法務部 03-3779-8074

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 03-5843-8788

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顧客ビジネス開発部

045-523-5646

著作権 絵画 「ハローキティ」の著作物 Ｔシャツ、石像、タオル、携帯電話機ケース 平成12年6月30日 令和6年6月29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　法務部 03-3779-8074

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 自動二輪車用タイヤの意匠 1301132 自動二輪車用タイヤ 平成28年10月24日 令和4年4月13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 「麗」の商標 5485692 バナナ 平成25年4月26日 令和4年4月13日 桂信貿易株式会社 桂信貿易株式会社 桂信貿易株式会社 03-3465-0877

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。


