
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 「LXT」の商標 5219366
電動インパクトレンチ、電動インパクトドライバ、電動
ドライバドリル、電動グラインダ（サンダ）等の電動工

具
令和4年6月23日 令和8年6月22日 株式会社マキタ 株式会社マキタ

株式会社マキタ
知的財産室

0566-98-1711

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
化粧品製剤用の塗布ブラシ

の特許発明
6764037（請求項1） 化粧品製剤用の塗布ブラシ 令和3年4月27日 令和5年9月14日 ロレアル ロレアル

特許業務法人
志賀国際特許事務所

03-5288-5811

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 溝付き麺の特許発明 5726493(請求項1) 乾麺パスタ 平成30年8月24日 令和8年8月23日 株式会社日清製粉ウェルナ 株式会社日清製粉ウェルナ
弁護士法人

内田・鮫島法律事務所
03-5561-3113

意匠権
自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア

マットセットの意匠
1448289

自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア
マットセット

平成26年12月9日 令和5年7月13日 株式会社ホンダアクセス 株式会社ホンダアクセス せいしん特許法律事務所 03-6256-9421

意匠権
自動車用フロアマット及び

一組の自動車用フロアマットセット
の意匠

1504269
自動車用フロアマット及び一組の自動車用フロア

マットセット
平成28年11月11日 令和5年7月4日 株式会社ホンダアクセス 株式会社ホンダアクセス せいしん特許法律事務所 03-6256-9421

意匠権 たばこ吸引具バッテリーの意匠 1554861 電子タバコ用バッテリー 平成29年4月19日 令和8年6月24日 日本たばこ産業株式会社 日本たばこ産業株式会社
特許業務法人

志賀国際特許事務所
03-5288-5811

意匠権 たばこ吸引具カートリッジの意匠 1554858 電子タバコ用カートリッジ 平成29年8月29日 令和8年6月24日 日本たばこ産業株式会社 日本たばこ産業株式会社
特許業務法人

志賀国際特許事務所
03-5288-5811

意匠権 装身用飾り具の意匠 1523715 装身用飾り具、首飾り、耳飾り 平成30年7月12日 令和5年4月10日 株式会社ＴＡＳＡＫＩ 株式会社ＴＡＳＡＫＩ
特許業務法人

三枝国際特許事務所
03-5511-2855

意匠権 振動式美顔器の意匠 1391656 振動式美顔器 平成30年7月13日 令和5年6月4日 岡田　英二 岡田　英二 真英法律事務所 03-6809-9183

意匠権 人形用胴体の意匠 1448544 人形用胴体、人形 令和元年7月23日 令和8年7月13日 株式会社オビツ製作所 株式会社オビツ製作所 岩木特許事務所 03-3600-2561

意匠権 美顔器の意匠 1418985 美顔器 平成25年3月11日 令和8年6月17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 ｢L．L．Bean｣の商標 2051790 Ｔシャツ、ポロシャツ 平成7年10月16日 令和8年6月24日
エル　エル　ビーン

インコーポレーテッド
エル　エル　ビーン

インコーポレーテッド
ユアサハラ法律特許事務所 03-3270-6641

商標権 ｢G－SHOCK｣の商標 2424099 アナログ及びデジタル式腕時計 平成9年11月4日 令和8年6月30日 カシオ計算機株式会社 カシオ計算機株式会社
カシオ計算機株式会社

 法務部　模倣品対策グループ
03-5334-4608

商標権 ｢NBA」の商標 2192654 Ｔシャツ、帽子、ユニフォームを模したトップス（上着） 平成15年1月27日 令和5年5月30日
エヌ　ビー　エイ　プロパティーズ

インコーポレーテッド
エヌ　ビー　エイ　プロパティーズ

インコーポレーテッド
特許業務法人

松原・村木国際特許事務所
03-3263-7676

商標権 ｢O｣の図形商標 4161393 サングラス 平成21年4月15日 令和8年7月3日 オークリー　インコーポレイテッド オークリー　インコーポレイテッド ルックスオティカジャパン株式会社 080-4008-2540

商標権 「ＯＬＹＭＰＵＳ」の商標 5508774 医療用電極 平成25年2月14日 令和8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

トレードマークポートフォリオ，グローバル
042-691-7504

商標権 「CHUMS」の商標 4590021 かばん・財布類 平成25年11月15日 令和8年7月26日 株式会社ランドウェル 株式会社ランドウェル
特許業務法人

中川国際特許事務所
03-5623-2900

商標権 「FUJIFILM」の商標 5152692 バッテリー、バッテリー用ラベル 平成27年10月14日 令和8年7月18日 富士フイルム株式会社 富士フイルム株式会社
富士フイルムホールディングス株式会社

知的財産部ブランドプロテクショングループ
03-6271-1111

商標権 「DANIEL WELLINGTON」の商標 国際1135742
腕時計及びその附属品、ブレスレット、指輪、ネック

レス
平成28年10月11日 令和8年7月3日 ダニエル　ウエリントン　アーベー ダニエル　ウエリントン　アーベー 西村あさひ法律事務所 03-6250-6200

商標権 ゲーム機に付された「△○×□」の位置商標 5858802 家庭用ゲーム機用コントローラー 平成30年6月18日 令和8年6月17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　法務課
050-3807-0507

商標権 　「ＭＣＭと図形」の商標 5814816 かばん類・財布、スマートフォン用ケース 平成30年7月2日 令和7年12月18日
トライアス　ホールディング
アクチエンゲゼルシャフト

トライアス　ホールディング
アクチエンゲゼルシャフト

浅村法律事務所
特許業務法人浅村特許事務所

03-5715-8610

令和4年6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 「swatch」の商標 4730932 腕時計 令和元年11月12日 令和5年12月5日
スウォッチ　アーゲー

（スウォッチ　エスアー）
（スウォッチ　リミテッド）

スウォッチ　アーゲー
（スウォッチ　エスアー）
（スウォッチ　リミテッド）

ＴＭＩ総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「TISSOT」の商標 2059006 腕時計 令和元年11月12日 令和8年6月28日 チッソー　エス　アー チッソー　エス　アー ＴＭＩ総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「SHIMANO」の商標 4816373

帽子、サンバイザー、釣り用ベスト、シャツ、釣り用
シャツ、ジャージ、パーカー、ダウンジャケット、パン
ツ、アームカバー、釣り具用ケース（バッカン）、自転
車用ペダル用クリート、自転車用ペダル、自転車競

技用靴、自転車用チェーン

平成27年10月27日 令和5年2月28日 株式会社シマノ 株式会社シマノ 特許業務法人藤本パートナーズ 06-6271-7908

商標権 「Nintendo」の商標 4688543

家庭用テレビゲームおもちゃの付属品およびソフト
ウェア（①Wiiリモコン、②Wii用ヌンチャク、③WÜ用ヌ
ンチャク、④WÜFit、⑤Wii用ディスク、⑥WÜ用バッテ
リーパック、⑦Wii用バッテリーパックおよびスタンド、
⑧Wii用ACアダプター、⑨Wii用LANアダプタ、⑩Wii用

コンポートケーブル、⑪Wii用バッテリーチャー
ジャー、⑫Wii用センサーバー、⑬Wii用リモコン装着
具、⑭Wii用リモコン、⑮アダプタ⑯Wii U PROコント

平成29年12月11日 令和5年7月4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 「ReFa」の商標 5576272 電動洗顔ブラシ 平成30年7月25日 令和5年4月19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

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 包装用容器の意匠 1306757 包装用容器 平成29年11月1日 令和4年6月29日 大王製紙株式会社 大王製紙株式会社 飯島商標特許事務所 03-3358-1221

著作隣接権 FUTURE
三代目 J Soul Brothers

 from EXILE TRIBE
音楽用CD 平成30年8月28日 令和4年6月5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。


