
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 根尖位置検出装置の特許発明 5551283（請求項１） 根管長測定器 令和4年11月2日 令和5年5月30日 株式会社モリタ製作所 株式会社モリタ製作所 弁理士法人 深見特許事務所 06-4707-2021

商標権 「ドッカンアブラダス」等の商標 5856990 サプリメント 令和4年11月11日 令和8年6月10日 株式会社ハーブ健康本舗 株式会社ハーブ健康本舗 みなとみらい特許事務所 045-228-7531

商標権 「Supreme」等の商標 4654372

ティーシャツ、洋服類、下着、靴下・手袋・マフラー
類、帽子、ヘアバンド、ベルト、かばん・財布類、靴

類、サンダル類、傘、時計及びその部品・附属品、食
器類、喫煙用具、キーホルダー、タオル、ブランケッ
ト、クッション、ぬいぐるみ人形、ハンドスピナー、

シール及びステッカー、水筒、保安用ヘルメット、プラ
スチック製包装用袋、筆記用具、愛玩動物用被服、
イス、敷物、衛生マスク、ポーチ、衣服用バッジ（貴

金属製のものを除く。）、カード入れ

令和4年11月21日 令和5年3月20日 チャプター　４　コープ． チャプター　４　コープ． 弁護士法人　黒田法律事務所 03-5775-5301

商標権 「PANDORA」等の商標 国際1004640 宝飾品用チャーム、ネックレス 令和4年11月24日 令和7年12月31日 パンドラ　アクティーゼルスカブ パンドラ　アクティーゼルスカブ みなとみらい特許事務所 045-228-7531

商標権 「FANCL」の商標 4579836 化粧品 令和4年11月1日 令和8年10月31日 株式会社ファンケル 株式会社ファンケル
株式会社ファンケル

管理本部法務部法務G
045-226-0170

著作権

映画
「35歳の少女」

「＃リモラブ　～普通の恋は邪道」
「ウチの娘は、彼氏が出来ない!!」

「レッドアイズ　監視捜査班」
「君と世界が終わる日に」

の著作物

DVDおよびその他記録媒体 令和4年11月15日 令和8年11月14日 日本テレビ放送網株式会社 日本テレビ放送網株式会社
日本テレビ放送網株式会社

コンテンツ戦略局著作権契約部
03-6215-2884

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 ゲームコントローラの特許発明 6121034（請求項1） ゲームコントローラ 令和2年1月15日 令和6年4月7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

特許権 紙おしぼり製造装置の特許発明 5846533(請求項1) 紙おしぼり製造装置 平成30年3月6日 令和5年12月4日 三和紙工株式会社 三和紙工株式会社
三和紙工株式会社

八潮事業所
048-998-7900

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
1487703

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12月6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 飲料容器の意匠 1438726 飲料容器（携帯用魔法瓶） 平成30年12月10日 令和8年12月9日 サーモス株式会社 サーモス株式会社 弁理士法人木戸特許事務所 03-3256-6469

意匠権 トレーニング器具の意匠 1651264 トレーニング器具（Nintendo Switch用機器） 令和2年12月28日 令和9年1月7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

意匠権 ヘアーアイロンの意匠 1458944 ヘアーアイロン 平成30年2月7日 令和5年11月30日 株式会社プランニング１ 株式会社プランニング１ 川岸弘樹法律特許事務所 052-228-4015

商標権 「LEVI’S」の商標 0551494 ジーンズ 平成7年5月19日 令和5年6月30日
リーバイ　ストラウス
　アンド　カンパニー

リーバイ　ストラウス
　アンド　カンパニー

中陳法律事務所 03-5211-7218

商標権 ｢BANDAI｣等の商標 2700865 ヨーヨー 平成10年2月20日 令和6年12月22日 株式会社バンダイ 株式会社バンダイ
株式会社バンダイ
法務・知的財産部

03-3847-5060

商標権 ｢PRADA｣の商標 1985225

ハンドバック・ショルダーバッグ、リュックサック、ウエ
ストポーチ、ボストンバッグ、ビジネスバッグ、ポー
チ、財布、キーケース、かばん金具、ベルト、Ｔシャ
ツ、シャツ、ポロシャツ、スウェット、セーター、ジャ
ケット、ブルゾン・コート、ズボン・スカート、紳士用

スーツ、ワンピース、ネクタイ、靴下、スカーフ、タオ
ル、紳士用下着、携帯電話用ストラップ、携帯電話
用ケース、スニーカー、紳士靴、婦人靴、サンダル、
キーホルダー、眼鏡、サングラス、紙製包装用容器/

箱

平成10年4月8日 令和5年12月26日 プラダ・エス・アー プラダ・エス・アー プラダジャパン株式会社 03-5770-1011

商標権 ｢MIU MIU｣の商標 4207885
ハンドバッグ、ショルダーバッグ、ポーチ、

財布、コート、ワンピース、キーケース
平成19年1月25日 令和8年11月6日 プラダ・エス・アー プラダ・エス・アー プラダジャパン株式会社 03-5770-1011

令和4年11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 ｢MaxMara｣の商標 2474364 コート 平成19年9月5日 令和8年11月30日
マックス　マーラ　ファッション
グループ　エス　アール　エル

マックス　マーラ　ファッション
グループ　エス　アール　エル

長島・大野・常松法律事務所 03-6889-7296

商標権 ｢BOTOX｣等の商標 5065393
注射用ボツリヌス毒素タイプA (A8　BOTOX)

注射用ボツリヌス毒素
平成21年8月21日 令和9年2月7日 アラーガン　インコーポレイテッド アラーガン　インコーポレイテッド 中村合同特許法律事務所 03-3211-1037

商標権 「ダミエ柄」の商標 4901617
財布、バッグ、キーケース、スマートフォン用ケース
及びカバー、タブレット端末用ケース及びカバー、

たばこケース、電子たばこケース
平成25年7月18日 令和6年3月28日 ルイ　ヴィトン　マルチエ ルイ　ヴイトン　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 「LINE」の商標 5544081 スマートフォン用のカバー 平成26年10月24日 令和8年12月21日 ＬＩＮＥ株式会社 ＬＩＮＥ株式会社
ＬＩＮＥ株式会社

ブランドプロテクションチーム
03-4316-2000

商標権 「ＹＡＭＡＨＡ」の商標 4226064
イヤホン、ミキシングコンソール、ステレオパワーア

ンプ、
楽器用バッグ

平成27年10月8日 令和9年1月8日 ヤマハ株式会社 ヤマハ株式会社 ヤマハ株式会社知的財産部 053-460-2511

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7年4月8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
「OCEANUS」の文字と

三角形状の図形の結合商標
5031046 腕時計 平成30年12月11日 令和8年12月10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 「EQUELLE」等の商標 5536214 サプリメント 令和3年10月29日 令和5年5月31日 大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社
大塚製薬株式会社

知的財産部
06-6943-7722

商標権 音叉の図形商標 4225201 ブランクキー、シール 平成24年3月2日 令和8年12月25日 ヤマハ株式会社 ヤマハ株式会社 ヤマハ株式会社 知的財産部 053-460-2511

著作権 著作権信託契約に基づく音楽
内国楽曲を収録した音楽ＣＤ・音楽カセットテープ・音

楽ＭＤ・ＤＶＤ
平成11年12月24日 令和8年12月23日

一般社団法人
日本音楽著作権協会

一般社団法人
日本音楽著作権協会

一般社団法人
日本音楽著作権協会 調査部

03-3481-2119

著作権

映画 「奥様は、取り扱い注意」
「先に生まれただけの僕」

「今からあなたを脅迫します」
「もみ消して冬・わが家の問題なかったことに」「トドメ

の接吻」「anone」
の著作物

ＤＶＤ及びその他記録媒体 平成30年11月28日 令和8年11月27日 日本テレビ放送網株式会社 日本テレビ放送網株式会社
日本テレビ放送網株式会社

コンテンツ戦略局 著作権契約部
03-6215-2884

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 飲料容器の意匠 1384262 飲料容器（携帯用魔法瓶） 平成25年6月10日 令和5年3月5日 サーモス株式会社 サーモス株式会社 弁理士法人木戸特許事務所 03-3256-6469

意匠権 飲料容器の意匠 1447007 飲料容器（携帯用魔法瓶） 平成29年6月6日 令和7年6月5日 サーモス株式会社 サーモス株式会社 弁理士法人木戸特許事務所 03-3256-6469

商標権 ｢CASIO｣の商標 2108670 アナログ及びデジタル式腕時計 平成10年3月2日 令和5年1月23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 ｢ILLUMINATOR」の商標 3231232 アナログ及びデジタル式腕時計 平成10年11月26日 令和5年8月27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
「Manhattan Portage」の文字と図形

の商標
4804961 バッグ 平成22年7月23日 令和6年9月24日 株式会社コード

ポーテージ　ワールドワイド
インコーポレーテッド

弁理士法人はなぶさ
特許商標事務所

03-3253-5371

商標権 「ＥＤＩＦＩＣＥ」の商標 5446708 腕時計 平成25年6月28日 令和7年10月28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 ｢ＣＡＳＩＯ｣の商標 5633245 バッテリー 平成27年3月4日 令和5年11月29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 「GOLF PRIDE」の商標 5610425 ゴルフグリップ 平成27年4月22日 令和5年4月21日 イートン　コーポレーション イートン　コーポレーション
弁理士法人

はなぶさ特許商標事務所
03-3253-5371

商標権
「KATE SPADE NEW YORK」

の商標
4045908 かばん・財布類、スマートフォン用ケース 平成28年1月22日 令和6年11月19日

ケイト　スペード　リミテッド
　ライアビリティ　カンパニー

ケイト　スペード　リミテッド
　ライアビリティ　カンパニー

桃尾・松尾・難波法律事務所 03-3288-2080

商標権 「OBEY」の商標 4465201 帽子 平成29年8月29日 令和7年4月6日 ボールド　ストラテジーズ　インク ボールド　ストラテジーズ　インク 弁理士法人　飯島商標特許事務所 03-3358-1221

商標権 　「VANS」の商標 4682746 履物 平成30年3月19日 令和4年12月31日 バンズ　インコーポレイテッド バンズ　インコーポレイテッド 弁理士法人　飯島商標特許事務所 03-3358-1221

商標権
「OCEANUS」の文字と

三角形状の図形の結合商標
5031046 腕時計 平成30年12月11日 令和8年12月10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

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

商標権 ｢santafe｣の商標 4312765
トレーナー　トレーナーとズボンのセット、セーター、
カーディガン、ウインドブレーカ－　ウインドブレー

カーとズボンのセット
平成15年3月31日 令和4年11月14日 株式会社イグルス 株式会社イグルス 株式会社イグルス管理部 06-6227-1129

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。

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。



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 ハンドバッグの意匠 1317702 ハンドバッグ（LINDYバッグ） 平成29年3月1日 令和4年11月16日 エルメス・セリエ エルメス・セリエ
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

意匠権 加湿器用トレイの意匠 1486401 加湿器（自然気化式加湿器） 令和元年6月21日 令和4年11月15日 積水樹脂株式会社 積水樹脂株式会社
積水樹脂株式会社

知的財産部
0748-58-1914

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。


