
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 固形乳製品の切断兼用保存ケースの特許発明 5472473（請求項1） 固形乳製品の切断兼用保存ケース 令和4年8月26日 令和7年11月15日 スケーター株式会社 スケーター株式会社 中野・濱田特許事務所 06-4705-3955

意匠権 身体洗浄液ディスペンサに関する意匠 1709321 身体洗浄液ディスペンサ 令和4年8月12日 令和7年2月28日 川畑　孝徳 川畑　孝徳 川畑　孝徳 03-4500-9879

商標権 「Attenir」の商標 6171703 化粧品 令和4年8月1日 令和8年7月31日 株式会社アテニア 株式会社アテニア
株式会社ファンケル

管理本部法務部法務G
045-226-0170

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 イヤホンの意匠 1477257 イヤホン 平成29年2月22日 令和5年8月18日 アップル　インコーポレイテッド アップル　インコーポレイテッド
ベーカー＆マッケンジー

法律事務所
03-6271-9900

意匠権 充電器の意匠 1480803 充電器 平成31年2月27日 令和5年8月30日 ＦＤＫ株式会社 ＦＤＫ株式会社
ＦＤＫ株式会社

コーポレート本部
法務・知的財産部

053-575-2529

意匠権 自動車用リヤラダーの意匠 1645539 自動車用リヤラダー組立セット 令和2年4月9日 令和8年10月18日 アピオ株式会社 アピオ株式会社 大林特許商標事務所 046-240-1277

意匠権 発光ダイオードランプの意匠 1397800 発光ダイオードランプ 平成25年11月14日 令和5年9月3日 パナソニック株式会社 パナソニック株式会社
パナソニック株式会社

ライフソリューションズ社
知的財産部　ライセンス知財課

070-3107-6096

意匠権 携帯用魔法瓶の意匠 1507784 携帯用魔法瓶 令和2年12月10日 令和5年8月29日 タイガー魔法瓶株式会社 タイガー魔法瓶株式会社
タイガー魔法瓶株式会社

ｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 法務知財チーム
06-6906-2146

商標権 ｢CHANEL｣の商標 4964604

バッグ・かばん及びその部品、財布・キーケース・
カードケース・ポーチ等の小物及びその部品、靴類、
コート、スーツ、ジャケット、ドレス、セーター、シャツ・
ブラウス、スカート、ズボン、Tシャツ、下着、水着、靴
下、ストッキング、手袋、スカーフ・マフラー、ネクタ
イ、ベルト、帽子、タオル・ハンカチ、リストバンド・ヘ
アバンド・フィンガーバンド、時計及びその部品、アク
セサリー類、サングラス、傘、キーホルダー、寝具、
文房具、喫煙用具、携帯電話機の付属品、愛玩動

物用被服、香水、化粧品、化粧用具、自動車の付属
品、敷物、クッション、照明器具、マウスパッド、ティッ
シュカバー、つけ爪、エンブレム、ボタン、タグ、下げ
札、リーフレット、ギャランティーカード、包装容器類、
テープ・リボン、シール、スマートフォン・携帯電話用

ケース、衛生マスク

平成9年4月10日 令和8年6月23日 シャネル　エス　アー　エール　エル シャネル　エス　アー　エール　エル シャネル合同会社　法務部 03-3566-6395

商標権 「BEAMS」の商標 4198052 パーカー 平成22年8月20日 令和8年10月16日 有限会社エム・ワイ・シー 有限会社エム・ワイ・シー 森・濱田松本法律事務所 03-5223-7739

商標権 「TORYBURCH」の商標 国際887081
靴、バッグ、財布、スマートフォン用のケース、身飾

品、サンダル類
平成24年9月12日 令和7年2月18日

River Light V, L. P.
 (リヴァー ライト ヴィ リミテッド

パートナーシップ)

River Light V, L. P.
 (リヴァー ライト ヴィ リミテッド

パートナーシップ)
桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

商標権 「ENDLESS」の図形商標 5529244 ブレーキキャリパーカバー 平成26年2月3日 令和8年10月19日 株式会社エンドレスプロジェクト 株式会社エンドレスプロジェクト 野本・桐山国際特許事務所 03-3506-7879

商標権 「SUBARU」の商標 4304909

鍵、自動車用照明器具及び附属品、自動車用ラジ
エターキャップ、自動車の部品・附属品、キーホル
ダー、ステッカー、ライター、キーケース、ダッシュ

ボード用マット、ネックピロー

平成26年9月22日 令和6年1月31日 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 長島・大野・常松法律事務所 03-6889-7297

商標権 「YONEX」の商標 4204455
バドミントン用具、洋服類、ティーシャツ、靴下、
帽子、靴類、リストバンド、太鼓ゲーム用バチ

平成28年5月10日 令和8年10月30日 ヨネックス株式会社 ヨネックス株式会社
ヨネックス株式会社
法務室知的財産課

03-3836-1221

商標権 「PORTER」の商標 4460560
かばん・財布類、布製ラベル、

スマートフォン用のケース
平成28年6月7日 令和5年10月10日 株式会社吉田 株式会社吉田

株式会社吉田
模倣品対策室

03-3862-1021

商標権
「「D」の図形と「Defi」の文字」

の商標
4122246 車両用測定機械器具 平成30年8月29日 令和8年8月28日 日本精機株式会社 日本精機株式会社

日本精機株式会社
　知的財産部

0258-24-3311

商標権 「HARRY WINSTON」の文字商標 5554294 腕時計 平成30年9月14日 令和5年2月1日 ハリー　ウィンストン　インク ハリー　ウィンストン　インク TMI総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「POLA」の商標 6012336 化粧品・サプリメント 平成30年10月31日 令和8年8月17日
株式会社ポーラ・オルビス

ホールディングス
　株式会社ポーラ・オルビス

ホールディングス
株式会社ポーラ　ブランド管理室 03-3494-7111

商標権
「cle de peau BEAUTE」と図形

の結合商標
6058855 化粧品、化粧品用容器、化粧品用包装箱 平成30年11月13日 令和8年11月12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

令和4年8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。



商標権 「ピアスロック」の商標 5358244 ピアス留め具 令和2年4月8日 令和8年10月19日 株式会社Ｃｈｒｙｓｍｅｌａ 株式会社Ｃｈｒｙｓｍｅｌａ 横木増井法律事務所 03-6277-6230

商標権 「グリコ」の商標 2671735の防護標章登録第1号 Ｔシャツ 平成30年9月20日 令和6年6月29日 江崎グリコ株式会社 江崎グリコ株式会社
江崎グリコ株式会社

 法務部
06-6130-6832

商標権 「ZIPPO」の商標 1599693 オイルライター 平成19年10月25日 令和5年6月30日 ズィッポー　マニュファクチャリング　カンパニ ズィッポー　マニュファクチャリング　カンパニ 特許業務法人みのり特許事務所 075-241-0880

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 「ＢＡＬＥＮＣＩＡＧＡ」の商標 1420070
バッグ、財布、帽子、洋服類、ティーシャツ、スニー

カー
平成25年2月7日 令和6年6月27日 バレンシアガ バレンシアガ

株式会社ケリングジャパン
法務部　知的財産担当

03-6712-5636

商標権 「GUCCI」の商標 1545439

かばん・財布類、洋服類、ティーシャツ、下着類、靴
下、ネクタイ・マフラー、帽子、靴類、ベルト、身飾

品、時計、眼鏡類、スマートフォンケース・携帯電話
用ストラップ、キーホルダー、ネイルシール、頭飾品

平成27年8月28日 令和4年10月27日
グッチオ　グッチ　ソチエタ

ペル　アツィオーニ
グッチオ　グッチ　ソチエタ

ペル　アツィオーニ
株式会社ケリングジャパン

法務部　知的財産担当
03-6712-5636

商標権
「YVES　SAINT　LAURENT」

の商標
1966843

かばん・財布類、洋服類、ティーシャツ、スマートフォ
ンケース

平成28年5月24日 令和4年12月7日 イヴ・サン・ローラン イヴ・サン・ローラン
株式会社ケリングジャパン

法務部　知的財産担当
03-6712-5636

商標権 「BOTTEGA　VENETA」の商標 1262114
かばん類、財布、キーケース、カード入れ、キーホル

ダー、スマートフォン用ケース、靴
平成29年1月5日 令和5年11月27日

ラグジュアリー・グッズ・
インターナショナル・

（エル・ジー・アイ）・エス・アー

ラグジュアリー・グッズ・
インターナショナル・

（エル・ジー・アイ）・エス・アー

株式会社ケリングジャパン
法務部　知的財産担当

03-6712-5636

商標権 「TOYOTA」の商標 1112194 自動車部品及び附属品 平成28年5月20日 令和4年9月28日 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社

知的財産部
ビジネス支援室 商標グループ

050-3192-1153

著作権 美術 「TATA」の著作物
クッション、ぬいぐるみ、コインケース、チャーム、財

布、
マスキングテープ

令和元年12月27日 令和4年12月31日 アイピーエックス コーポレーション アイピーエックス コーポレーション 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
すりつぶし機能を備えた

調理用切断具の特許発明
5072316（請求項1） すりつぶし機能を備えた調理用切断具 平成29年3月9日 令和4年8月31日 有限会社モーメント 有限会社モーメント 端山特許事務所 048-829-7600

商標権 「VITABOn」の商標 5872239 電子たばこ 平成30年8月7日 令和4年8月6日 株式会社ＶＩＴＡ 株式会社ＶＩＴＡ 正林国際特許商標事務所 03-6895-4500

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。


