
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 トレーニング機器の意匠 1628793 トレーニング機器 令和4年12月5日 令和5年3月15日 株式会社МＴＧ 株式会社МＴＧ
株式会社МＴＧ

知的財産本部　知的財産部
052-481-5003

商標権 「MAGiE LAB.」の商標 5613353 しわ伸ばしテープ 令和4年12月1日 令和5年9月6日 粧美堂株式会社 粧美堂株式会社 TMI総合法律事務所 03-6438-5611

商標権 「知母時＼CHIBOJI.」の商標 6458344 鼻水吸引器 令和4年12月20日 令和5年10月1日 汰思株式会社 台旭科技有限公司 中地総合法律事務所 03-6265-6866

商標権 「メラノCC」等の商標 5483162 化粧品 令和4年12月28日 令和8年12月27日 ロート製薬株式会社 ロート製薬株式会社
ロート製薬株式会社

知財・ライセンス戦略部
06-6758-9847

商標権 「KeePer技研株式会社」等の商標 6569443 洗車用羊毛モップ 令和4年12月9日 令和8年12月8日 KeePer技研株式会社 KeePer技研株式会社
KeePer技研株式会社

製品部
0562-45-5258

著作権
書籍「みんなの日本語初級Ⅰ　第２版　本冊」中の本

文（言語の著作物）及びイラスト（美術の著作物）
書籍 令和4年12月9日 令和8年12月8日 株式会社スリーエーネットワーク 株式会社スリーエーネットワーク

株式会社スリーエーネットワーク
総務部知財管理課

03-5275-2724

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
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2月6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

商標権 「BURBERRY」等の商標 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、ス

マートフォン用ケース、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
ブランドプロテクション

03-6741-1845

商標権 「18ｖ LITHIUM-ION」等の商標 5852462 リチウムイオンバッテリー 令和4年1月11日 令和8年1月10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

意匠権 包装用容の意匠 1653481 包装用容器（リップスティックケース） 令和3年5月14日 令和8年2月5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

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7年11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 「ソンガネ」の商標 5543393
冷麺のめん、スープ付冷麺のめん、
ソース付冷麺のめん、冷麺スープ

平成25年11月26日 令和8年12月14日 株式会社五星コーポレーション 株式会社五星コーポレーション 戸塚特許事務所 03-3539-1911

商標権 ｢MONCLER｣の商標 国際978819
洋服類・ティーシャツ、眼鏡・サングラス類及びその

付属品
平成25年12月5日 令和5年12月31日

モンクレール　ソチエタ　ペル
アツィオーニ

モンクレール　ソチエタ　ペル
アツィオーニ

青和特許法律事務所 03-3597-1238

商標権 「la prairie」の商標 国際992758 化粧品 平成26年1月9日 令和9年1月20日
Laboratoires La Prairie SA

（ラボラトワール　ラ　プレリー
ソシエテ　アノニム）

Laboratoires La Prairie SA
（ラボラトワール　ラ　プレリー

ソシエテ　アノニム）

ゾンデルホフ＆アインゼル
法律特許事務所

03-5220-6500

商標権 「LONGINES」の商標 0238793 腕時計 平成27年1月6日 令和5年7月8日
コンパニー　デ　モントル　ロンジン
　フランション　ソシエテ　アノニム

コンパニー　デ　モントル　ロンジン
　フランション　ソシエテ　アノニム

ＴＭＩ総合法律事務所 03-6438-5511

商標権 「DVD」等の商標 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8年7月15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 「Nikon」の商標 4637426
バッテリー、デジタルカメラの附属品、マグカップ、水

筒、眼鏡レンズ
平成28年1月18日 令和6年12月5日 株式会社ニコン 株式会社ニコン

弁理士法人
志賀国際特許事務所

03-5288-5811

商標権 　「VANS」等の商標 4682746 履物 平成30年3月19日 令和5年6月20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 「Style BX」の商標 6007162 姿勢矯正機能付きベルト 令和2年12月25日 令和8年12月22日 株式会社ＭＴＧ 株式会社ＭＴＧ
株式会社ＭＴＧ

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

令和4年12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。

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。



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

すみだ事業場 知的財産部
080-8014-4722

商標権 「SEIKO」の商標 1613546 腕時計 平成24年4月10日 令和5年9月29日 セイコーグループ株式会社 セイコーグループ株式会社
セイコーグループ株式会社

法務部
03-3563-2111

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

著作隣接権 BLACKPINK IN YOUR AREA(JENNIE Ver.) BLACKPINK 音楽用CD 平成31年3月12日 令和4年12月4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

著作隣接権
BLACKPINK IN YOUR AREA

（JISOO ver）
BLACKPINK 音楽用CD 平成31年3月12日 令和4年12月4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

著作隣接権
BLACKPINK IN YOUR AREA

（LISA ver）
BLACKPINK 音楽用CD 平成31年3月12日 令和4年12月4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

著作隣接権
BLACKPINK IN YOUR AREA

（ROSE ver）
BLACKPINK 音楽用CD 平成31年3月12日 令和4年12月4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

著作隣接権 BLACKPINK IN YOUR AREA BLACKPINK 音楽用CD 平成31年3月12日 令和4年12月4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。


