
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 包装袋の意匠 1455116 包装袋（蒟蒻ゼリー入り） 令和4年10月25日 令和8年10月12日 オリヒロプランデュ株式会社 オリヒロプランデュ株式会社 伊藤克博国際特許事務所 03-5623-5781

商標権 「PIXEL」の商標 5608545 スマートフォン 令和4年10月3日 令和5年8月16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

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 カートリッジの特許発明 5682732（請求項13、14） インクカートリッジ 平成28年5月18日 令和7年1月23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 はる総合法律事務所 03-6452-9820

意匠権 目元用温熱シートの意匠 1330629 目元温熱アイマスク 令和2年8月6日 令和6年8月5日 花王株式会社 花王株式会社
花王株式会社
　知的財産部

080-8014-4722

商標権 「HERMES｣の商標 1425637 スカーフ、帽子、マフラー、靴下、Tシャツ、サンダル 平成9年3月11日 令和6年6月27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 「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、帽子、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

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
ジアルキルホスフィン酸塩

の特許発明
4870924号(請求項1) 有機リン酸難燃剤 令和3年6月15日 令和5年11月25日

クラリアント・プロドゥクテ・
（ドイチュラント）・ゲゼルシャフト・
ミト・ベシュレンクテル・ハフツング

クラリアント・プロドゥクテ・
（ドイチュラント）・ゲゼルシャフト・
ミト・ベシュレンクテル・ハフツング

クラリアントジャパン株式会社 03-5977-7503

意匠権 自動車用フロアマットの意匠 1590723 自動車用フロアマット 平成30年4月6日 令和5年10月20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の意匠 1590724 自動車用フロアマット 平成30年4月6日 令和5年10月20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 皮膚刺激器の意匠 1455478 皮膚刺激器 平成29年2月20日 令和7年10月19日 株式会社ＡＲＴＩＳＴＩＣ＆ＣＯ. 株式会社ＡＲＴＩＳＴＩＣ＆ＣＯ. あいそう特許業務法人 052-253-5541

商標権 「GOYARD」の商標 2467408 かばん、財布類 平成25年9月9日 令和5年3月31日 ゴヤール　サントノレ ゴヤール　サントノレ
ベーカー＆マッケンジー

法律事務所
03-6271-9900

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5年12月20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 「ＵＮＤＥＲ　ＡＲＭＯＵＲ」の商標 4618194
洋服類、ティーシャツ、靴下、手袋、帽子、衛生マス
ク、ベルト、かばん類・財布、スマートフォン・携帯電

話用のケース
平成26年7月18日 令和5年8月15日

アンダー・アーマー・
インコーポレイテッド

アンダー・アーマー・
インコーポレイテッド

株式会社ドーム　CFO室 03-5781-7927

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5年1月28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 「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5年5月25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
　「ERMENEGILDO ZEGNA」

の商標
1359785 洋服類、ベルト 平成29年5月2日 令和5年8月30日 コンシテックス・エス・アー コンシテックス・エス・アー みなとみらい特許事務所 045-228-7531

商標権 　「OBITSU」の商標 1557699 人形 平成30年5月25日 令和8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
半円状の図形と長短２本の棒状の

図形を組み合わせた図形商標
国際1368262

スマートフォン・タブレット・カメラ・音響再生機及びビ
デオプレーヤー等の手持ち電子装置に取り付けて
保持しやすくするためのグリップ・スタンド及び固定

具

平成30年10月25日 令和8年10月24日
ポップソケッツ　リミテッド
ライアビリティ　カンパニー

ポップソケッツ　リミテッド
ライアビリティ　カンパニー

TMI総合法律事務所 03-6438-5511

令和4年10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 「agnes b.」の商標 2466437 ベレー帽 令和元年7月31日 令和8年10月30日 アニエスべージャパン株式会社 ベー． フォーエバー
アニエスべージャパン株式会社

人事総務部
03-4355-0101

商標権 「CUP NOODLE」の商標 4616310 イヤホン用ケース 令和4年1月18日 令和8年10月25日
日清食品ホールディングス

株式会社
日清食品ホールディングス

株式会社
ユアサハラ法律特許事務所 03-3270-6641

商標権 ｢DUNLOP｣の商標 289538-2 ゴルフクラブ、ゴルフクラブヘッド及びキャディバッグ 平成18年3月22日 令和5年9月30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

ブランド管理部
078-265-3193

商標権 ｢クロコダイル｣の商標 0571612 ポロシャツ 平成8年10月3日 令和8年10月30日 ヤマトインターナショナル株式会社 ヤマトインターナショナル株式会社 ヤマトインターナショナル株式会社　IR経営企画室 03-5493-5629

商標権 「Pokemon GO Plus」の商標 5852656 おもちゃ 平成30年12月14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

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5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 ペット用マッサージ器具の特許発明 6698985（ 請求項1） ペット用マッサージ器具 令和3年2月22日 令和5年5月7日 株式会社ワタオカ 株式会社ワタオカ 株式会社ワタオカ 0823-79-1520

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
弁理士法人

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
弁理士法人

志賀国際特許事務所
03-5288-5811

意匠権 ペット用マッサージ具の意匠 1610859 ペット用マッサージ具 令和2年3月24日 令和7年7月20日 株式会社ワタオカ 株式会社ワタオカ 株式会社ワタオカ 0823-79-1520

意匠権 たばこ吸引具カートリッジの意匠 1680260 加熱式たばこ用カートリッジ 令和3年10月27日 令和5年2月19日 日本たばこ産業株式会社 日本たばこ産業株式会社
弁理士法人

志賀国際特許事務所
03-5288-5811

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 弁理士法人浅村特許事務所 03-5715-8640

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
弁理士法人

MM＆A
03-3263-7676

商標権 「NBA」の商標 1681623
ヘッドバンド、リストバンド、ジャンパー、スウェット

シャツ、セーター、パンツ、靴下、ナップザック、バス
ケットボール

平成24年8月31日 令和5年11月28日
エヌ　ビー　エー　プロパティーズ

インコーポレーテッド
エヌ　ビー　エー　プロパティーズ

インコーポレーテッド
弁理士法人

MM＆A
03-3263-7676

商標権
「楕円形の中に「havaianas」の文字」

の商標
4260276 サンダル、サンダル底 平成25年5月8日 令和5年4月9日 アルパルガタス　エス.　エイ. アルパルガタス　エス.　エイ.

弁理士法人
MM＆A

03-3263-7676

商標権
「COMME des GARCONS」

の商標
4375143

携帯電話機用カバー、携帯電話機用ストラップ、タブ
レット型コンピュータ専用ケース

平成26年9月18日 令和6年4月14日 株式会社　コム・デ・ギャルソン 株式会社　コム・デ・ギャルソン
弁理士法人

MM＆A
03-3263-7676

商標権 「TACHIKARA」の商標 1240182 バレーボール 平成26年12月24日 令和6年12月13日 タチカラホールディングス株式会社 タチカラホールディングス株式会社
弁理士法人

MM＆A
03-3263-7676

商標権
「COMME des GARÇONS」

の商標
4549249 洋服類、ティーシャツ 平成27年1月9日 令和5年9月12日 株式会社　コム・デ・ギャルソン 株式会社　コム・デ・ギャルソン

弁理士法人
MM＆A

03-3263-7676

商標権 「DVD」の商標 4231776
ＤＶＤ－Ｒディスク、ＤＶＤプレーヤ、コンピュータ用

ディスクドライブ
平成27年4月22日 令和5年1月22日

ディー・ヴイ･ディー･フォーマット･
ロゴ･ライセンシング株式会社

ディー・ヴイ・ディー・フォーマット・
ロゴ・ライセンシング株式会社

弁理士法人
MM＆A

03-3263-7676

商標権 「FOSSIL」の商標 2325665 時計 平成28年3月30日 令和7年7月31日
フォッシル　グループ
　インコーポレーテッド

フォッシル　グループ
　インコーポレーテッド

弁理士法人
MM＆A

03-3263-7676

商標権 ランプシェードの立体商標 5825191 ランプシェード 平成28年6月14日 令和6年6月13日 ルイス　ポールセン　エイ/エス ルイス　ポールセン　エイ/エス
弁理士法人

MM＆A
03-3263-7676

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
弁理士法人

MM＆A
03-3263-7676

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
弁理士法人浅村特許事務所

03-5715-8610

商標権 「agnes b.」の商標 6192482 かばん類 令和3年7月30日 令和6年10月25日 アニエスべージャパン株式会社 ベー． フォーエバー
アニエスべージャパン株式会社

人事総務部
03-4355-0101

商標権 「IL BISONTE」の商標 国際1364297 かばん類 令和4年2月28日 令和8年2月27日 株式会社ルック
イル　ビゾンテ　ソチエタ

ペル　アツィオーニ
弁理士法人

MM＆A
03-3263-7676

商標権 「A.P.C.」の商標 5375437 トートバッグ、ショルダーバッグ、Ｔシャツ 令和4年3月8日 令和6年12月31日
Ａ．Ｐ．Ｃ．Ｊａｐａｎ

株式会社
アトリエ、ドゥ、プロデュクション、エ、ドゥ、クレアー

ション
弁理士法人

MM＆A
03-3263-7676

商標権 「Panasonic」の商標 5025182
ＡＣアダプター、バッテリーパック、一次電池（乾電池

等の使い切りの電池）
平成26年2月26日 令和7年2月9日

パナソニックホールディングス
株式会社

パナソニックホールディングス
株式会社

パナソニックホールディングス株式会社
知的財産部　代表業務担当主幹

070-2919-2794

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 申立の取下げ日　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4年10月18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

取下げ
※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。


