
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 皮膚刺激ブラシの特許発明
特許第6966812号
（請求項1～10）

皮膚刺激ブラシ 令和4年7月1日 令和8年6月30日 有限会社G.M コーポレーション 有限会社G.M コーポレーション 福島国際特許事務所 06-6202-6117

意匠権 火屋の意匠 1691874 火屋 令和4年7月15日 令和6年7月16日 岩田電機有限会社 岩田電機有限会社 協和特許法律事務所 03-3211-2321

意匠権 自動二輪車用後方ミラーの意匠 1313756
自動二輪車用後方ミラー、

自動二輪車
令和4年7月22日 令和4年9月28日 川崎重工業株式会社 川崎重工業株式会社 川崎重工業株式会社　技術開発本部　知的財産部 078-921-1612

商標権 「Ｂｉｏｒé」の商標 4530720 日やけ止めエッセンス 令和4年7月1日 令和8年6月30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 「EMAKED」の商標 5328689 まつ毛美容液 令和4年7月15日 令和8年7月14日 株式会社マネジメントワイズ 株式会社マネジメントワイズ 株式会社アルマダホールディングス 06-6355-4902

商標権 「ピクミン」の商標 5116781 ぬいぐるみ 令和4年7月20日 令和8年7月19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

商標権 「ORIENT」の商標 1079972 腕時計 令和2年8月12日 令和6年8月1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

知的財産本部　IP企画渉外部
0263-86-5387

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 トナー容器の意匠 1517417 トナーカートリッジ 平成30年7月25日 令和8年6月20日 株式会社リコー 株式会社リコー
株式会社リコー

 プロフェッショナルサービス部　知的財産センター
知的財産渉外室　IPラボラトリー

050-3814-8244

意匠権 インクボトル用キャップの意匠 1640818 インクボトル 令和2年4月15日 令和8年8月16日 セイコーエプソン株式会社 セイコーエプソン株式会 はる総合法律事務所 03-6452-9820

意匠権
ストリーミング配信用データ通信機

の意匠
1584342 ストリーミング配信用データ通信機 令和2年5月15日 令和5年7月28日 グーグル　エルエルシー グーグル　エルエルシー

ベーカー＆マッケンジー
法律事務所

03-6271-9900

意匠権 包装用容の意匠 1665377 包装用容器（化粧水ボトル） 令和3年6月3日 令和7年7月20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
 東京本部

03-3433-5810

意匠権 ごみ箱の意匠 1339711 ごみ箱 令和2年2月14日 令和5年7月30日 イデア株式会社 イデア株式会社 イデア株式会社 06-6444-3363

商標権 ｢Baby－G｣の商標 4189195 アナログ及びデジタル式腕時計 平成10年12月24日 令和8年9月18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 ｢LACOSTE｣の商標 1631916 ポロシャツ 平成13年2月10日 令和5年11月25日 ラコスト ラコスト 桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

商標権 ｢CASIO」の商標 2062072-1 一般電卓、関数電卓 平成17年9月13日 令和7年3月25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 ｢HERMES／エルメス｣の商標 4508179
時計、携帯電話用ストラップ、携帯電話機の付属品、

サングラス、サングラスケース
平成19年6月25日 令和5年2月28日 エルメス・アンテルナショナル エルメス・アンテルナショナル

エルメスジャポン株式会社
ビジネスサポート＆

アドミニストレーション部
03-6228-8050

商標権 「HONDA」の商標 4797605

自動車エアコン用フィルター、電子キー及び部品・附
属品、自動車の部品・附属品、二輪自動車の部品・
附属品、モバイルトレー、キーホルダー、ステッカー、
キーケース、ネックピロー、洋服類、ティーシャツ、オ
イルフィルター、ワッペン（単体での輸入に限る）、エ
アバルブキャップ、ドアロックカバー(ドアストライカー
カバー)、ノンスリップマット、ペダルカバー、シートベ

ルトカバー

平成27年10月26日 令和5年5月24日 本田技研工業株式会社 本田技研工業株式会社 ひらお法律特許事務所 03-5315-4581

商標権 「mastermind JAPAN」の商標 4994305 洋服類 平成27年12月24日 令和8年8月1日 本間　正章 本間　正章 高田馬場特許事務所 03-3362-5461

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6年11月15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 「COACH」の商標 4073320
眼鏡及びその附属品、スマートフォンケース、キー
ケース、キーホルダー、時計、身飾品、バッグ、財

布、靴下
平成30年12月18日 令和5年8月2日

コーチ　アイピー　ホールディングス
　 エルエルシー

コーチ　アイピー　ホールディングス
 エルエルシー

桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

商標権
オーブ図形（VivienneWestwood)

の商標
5067988 携帯電話機用ケース 平成24年9月24日 令和8年8月3日 伊藤忠商事株式会社 伊藤忠商事株式会社 弁理士法人　深見特許事務所 06-4707-2021

令和4年7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 「ARAX」の商標 4601019 衛生マスク 平成29年11月10日 令和6年8月22日 株式会社アラクス 株式会社アラクス 弁理士法人サトー 052-251-2707

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 トナー容器の意匠 1498432 トナーカートリッジ 平成29年11月20日 令和5年4月25日 株式会社リコー 株式会社リコー
株式会社リコー

 プロフェッショナルサービス部　知的財産センター
知的財産渉外室　IPラボラトリー

050-3814-8244

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、上着・コート類
（注１）、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、トレーニングウェア、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

（注1）上着・コート類とはジャケット・ジャンパー・ブル
ゾン・コートである

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

03-6833-6100

商標権 「PEARLY GATES」の商標 4726039 洋服類、帽子、ベルト 平成27年7月17日 令和5年7月16日 株式会社ＴＳＩ 株式会社ＴＳＩ 輝（ひかり）特許事務所 03-3212-3431

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 「ハダクリエ/HADACRIE」の商標 5154746 家庭用電気式美顔器 平成28年12月13日 令和4年7月25日
日立コンシューマ・マーケティング

株式会社
日立コンシューマ・マーケティング

株式会社

日立コンシューマ・マーケティング
株式会社　リビングサプライ社

（理美容商品担当）
050-3066-2628

特許権 身飾品の特許発明 5424435(請求項1) ペンダント、ペンダントトップ 平成30年7月24日 令和4年7月23日 株式会社クロスフォー 株式会社クロスフォー
特許業務法人

むつみ国際特許事務所
03-5256-0161

特許権
ピストン式圧縮機における
冷媒吸入構造の特許発明

4304544(請求項1) 圧縮機（コンプレッサー） 平成30年7月24日 令和4年7月23日 株式会社豊田自動織機 株式会社豊田自動織機 永島橋本安國法律事務所 03-3239-5670

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

意匠権 自動二輪車用タイヤの意匠 1308870 自動二輪車用タイヤ 平成29年3月2日 令和4年7月27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 ｢SLENDERTONE｣の商標 5507670

①痩身用電気マッサージ器、②痩身用電気マッサー
ジ器のベルト、③痩身用電気マッサージ器の電源ア
ダプター、④痩身用電気マッサージ器のコントロー

ラー、⑤痩身用電気マッサージ器の紙製包装用箱、
⑥痩身用電気マッサージ器のパッド、⑦プラスチック
製包装用袋、⑧痩身用電気マッサージ器の操作マ

ニュアル、⑨痩身用電気マッサージ器の織物製包装
用袋、⑩痩身用電気マッサージ器のコントローラー

部品

平成25年6月20日 令和4年7月13日
バイオ－メディカル　リサーチ

　リミテッド
バイオ－メディカル　リサーチ

　リミテッド
特許業務法人HARAKENZO

WORLD　PATENT＆TRADEMARK
03-3433-5810

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。


