
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

特許権 ルームエアコンの特許発明 6296633号(請求項1) ルームエアコン 令和4年5月10日 令和8年3月2日 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

知的財産管理部
070-3541-1051

意匠権 万年筆の意匠 1604179 万年筆 令和4年5月16日 令和8年4月20日 プラチナ萬年筆株式会社 プラチナ萬年筆株式会社 特許業務法人浅村特許事務所 03-5715-8640

商標権 ｢ELIXIR」の商標 5768709 化粧品 令和4年5月17日 令和7年6月5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
03-3572-5111

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 スライディング方式の温熱治療器 5906310号(請求項1) 温熱治療マッサージ器 令和3年5月28日 令和5年3月25日 セラジェム　カンパニー　リミテッド セラジェム　カンパニー　リミテッド みなとみらい特許事務所 045-228-7531

意匠権 釣竿用導糸環の意匠 1366664 釣竿用導糸環 平成25年6月27日 令和8年7月10日 富士工業株式会社 富士工業株式会社 濱田法律事務所 03-3597-0741

意匠権 ミニファンの意匠 1447557 ミニファン 平成25年10月15日 令和5年6月29日 株式会社タカラトミー 株式会社タカラトミー
株式会社タカラトミー
法務部知的財産課

03-5654-1261

意匠権

コマおもちゃ用発射器具、
コマおもちゃ発射器具用巻き上げ器
及びコマおもちゃ発射器具用グリップ

の意匠

1531579
コマおもちゃ用発射器具、コマおもちゃ発射器具用
巻き上げ器及び コマおもちゃ発射器具用グリップ

（ベイブレードバースト用発射器具等）
平成28年12月9日 令和5年6月30日 株式会社タカラトミー 株式会社タカラトミー

株式会社タカラトミー
法務部知的財産課

03-5654-1261

意匠権 靴底の意匠 1527514 靴、履物、靴底 令和元年6月24日 令和8年5月29日 ナイキ　イノヴェイト　シーヴィー ナイキ　イノヴェイト　シーヴィー ナイキジャパングループ合同会社　法務部 03-4463-6453

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5年1月29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

03-6419-2286

商標権 ｢NEW ERA｣の商標 4433096 帽子 平成24年12月14日 令和8年6月1日 ニュー　エラ　キャップ　エルエルシー ニュー　エラ　キャップ　エルエルシー
ホーガン・ロヴェルズ法律事務所

外国法共同事業
03-5157-8200

商標権 「NIKE」の商標 1929898
靴類、運動用特殊靴、洋服類、ティーシャツ、靴下、
手袋、帽子、運動用特殊衣類、かばん類・財布、時
計、眼鏡、身飾品、ペット用衣類、携帯電話附属品

平成26年7月1日 令和4年11月29日 ナイキ　イノヴェイト　シーヴィー ナイキ　イノヴェイト　シーヴィー
ナイキジャパングループ合同会社

法務部
03-4463-6453

商標権 ｢となりのトトロ｣の商標 4572804
携帯電話機の付属品、身飾品、かばん・財布類、お

もちゃ
平成26年11月18日 令和8年5月31日 株式会社スタジオジブリ 株式会社スタジオジブリ

株式会社スタジオジブリ
制作業務部

0422-53-5674

商標権 「ANA」の商標 2415604 飛行機模型 平成27年10月28日 令和8年5月29日 ＡＮＡホールディングス株式会社 ＡＮＡホールディングス株式会社
全日空商事株式会社

A-style 事業部
03-6735-5313

商標権 「BURBERRY」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6年10月1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 「MAMMUT」の商標 国際646924 洋服類、リュックサック、ティーシャツ 平成29年1月31日 令和7年11月7日
マムート　スポーツ　グループ

　エイジー
マムート　スポーツ　グループ

　エイジー
特許業務法人

松原・村木国際特許事務所
03-3263-7676

商標権 　「OBITSU」の商標 1557699 人形 平成30年5月25日 令和4年11月1日 株式会社オビツ製作所 株式会社オビツ製作所 株式会社オビツ製作所 03-3600-2561

商標権 　「AUDEMARS PIGUET」の商標 国際1247290 腕時計 平成30年5月31日 令和7年3月16日
オーデマ・ピゲ・ホールディング・

ソシエテ・アノニム
オーデマ・ピゲ・ホールディング・

ソシエテ・アノニム
ゾンデルホフ&アインゼル

法律特許事務所
03-5220-6500

商標権 「ｐｓｍ／ＬＯＭＡＳ」の商標 5632871 歯科矯正用アンカースクリュー、歯科矯正用器材 平成30年7月2日 令和5年11月29日
安永コンピュータシステム

株式会社
安永コンピュータシステム

株式会社
安永コンピュータシステム

株式会社
0776-33-5333

商標権 「ST ANDREWS」の商標 5496456 ゴルフクラブ用バッグ 令和3年11月12日 令和8年5月25日
セント アンドリュース

リンクス リミテッド
セント アンドリュース

リンクス リミテッド
アンダーソン・毛利・友常

法律事務所外国法共同事業
03-6775-1048

商標権 ｢FUJITSU｣の商標 2525229 パソコン用ＡＣアダプター 平成12年10月3日 令和5年4月28日 富士通株式会社 富士通株式会社
富士通株式会社

ビジネス法務・知財本部
 知的財産戦略室

044-754-3044

令和4年5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。



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

著作権 映画 「名探偵コナン」の著作物 ＤＶＤ 平成18年6月29日 令和6年6月28日 株式会社トムス・エンタテインメント 株式会社トムス・エンタテインメント
株式会社トムス・エンタテインメント営業本部 知財管

理部
03-6878-8958

著作権 映画 「パンダ・コパンダ」の著作物 ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成21年4月1日 令和7年3月31日 株式会社トムス・エンタテインメント 株式会社トムス・エンタテインメント
株式会社トムス・エンタテインメント営業本部 知財管

理部
03-6878-8958


