
 

 

第６９６回通関協議会（本関地区） 

 

１、  日  時   平成２８年  ５月  １０日 （火） １２時より 

２、 場  所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

３、 議題等（敬称略） 

 

（1） 知的財産に係る税関への新規・追加差止申立てについて（１月～４月） 

業務部 篠原 知的財産調査官 

 

（2） 大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウムに対する暫定的な 

不当廉売関税の課税について 

業務部 金子 統括審査官（通関総括第 3 部門） 

 

 

その他・連絡事項等 

・電磁的記録（ＭＳＸ業務）による申告関係書類の提出状況について 

業務部 星野統括審査官（通関総括第 1 部門） 

 

 ・日・モンゴル経済連携協定に係る説明会の開催について 

業務部 佐々木 原産地調査官 

 

 

次回開催予定日  平成２８年６月７日（火） 12：00～  

開 催 場 所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

当協会に関するご質問や議題提起がありましたら、事務局あてにご連絡ください 

公益財団法人日本関税協会横浜支部 

TEL 045-680-1757  FAX 045-680-1758 

E-mail: bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 

 



【1月】 ［横浜税関業務部］
権利 品名

知的財産の内容
（又は変更内容）

登録商標、意匠等 申立人

商標 スニーカー 「SUPERGA」に係る商標
スペルガ　トレードマーク　エス
エイ

商標
バッテリー、デジタルカメラの附
属品、マグカップ、水筒

 「Nikon」に係る商標 株式会社ニコン

著作 DVDおよびその他記録媒体
「きょうは会社休みます。」「地獄先
生ぬ～べ～」「○○妻」「学校のカイ
ダン」の映画著作物

日本テレビ放送網株式会社

商標 洋服類、Tシャツ 「CANTERBURY」に係る商標 株式会社ゴールドウイン

商標
かばん・財布類、スマートフォン
用ケース

「KATE SPADE NEW YORK」「KATE
SPADE」「kate spade NEW YORK」
に係る商標

ケイト　スペード　リミテッド　ライ
アビリティ　カンパニー

商標
時計及びその部品・附属品、食
器類、喫煙用具、ベルト、キー
ホルダー　(追加分）

「Supreme」に係る商標 有限会社ワングラム

【2月】

権利 品名
知的財産の内容
（又は変更内容）

登録商標、意匠等 申立人

商標 産後用骨盤用ベルト
「dacco」「Osaki」「キュッとベルト」に
係る商標

オオサキメディカル株式会社

商標 韓国海苔
「ソムンナン　サンプチャ（ハングル
表記）」に係る商標

金　英泰

商標 ジーンズ、Tシャツ 「G-STAR」に係る商標
ティーエム２５　ホールディング
ビー．ブイ．

商標 スリーパー 「ホッペッタ/Hoppetta」に係る商標 有限会社フィセル

意匠 トナーカートリッジ トナーカートリッジに係る意匠 (株)リコー

意匠 「携帯型洗濯機」に係る意匠
携帯型洗濯機、Handy Washer、ハ
ンディ洗濯機

ハイアールアジア株式会社

商標 洋服類、Tシャツ 「BOSS/HUGO　BOSS」に係る商標
フーゴ・ボス・トレード・マーク・マ
ネージメント・ゲー・エム・ベー・
ハー・ウント・コー・カー・ゲー

商標 USBフラッシュメモリ 「TOSHIBA」に係る商標 株式会社東芝

税関への輸入差止申立て（新規・追加）一覧　（H28年1月～4月受理分）



【3月】

権利 品名
知的財産の内容
（又は変更内容）

登録商標、意匠等 申立人

商標
スマートフォンのモックアップ
（品名追加）

リンゴの図形商標（アップル）に係る
商標

アップル　インコーポレイテッド

商標 スマートフォン用カバー 「Shibaful」に係る商標 株式会社エージーリミテッド

商標 コンデンサ、インダクタ 「muRata」に係る商標 株式会社村田製作所

商標

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
（品名追加）

ダミエ柄の図形商標 ルイ・ヴィトン　マルチエ

意匠 化粧品容器 「包装用容器」に係る意匠 株式会社コーセー

意匠 ハンドドライヤー 「ハンドドライヤー」に係る意匠 TOTO株式会社

商標 時計 「FOSSIL」に係る商標
フォッシル　グループ　インコーポ
レイテッド

【4月】

権利 品名
知的財産の内容
（又は変更内容）

登録商標、意匠等 申立人

意匠 身体鍛錬器具 「身体鍛錬器具」に係る意匠
株式会社オークローンマーケティ
ング

商標 トレーニング機器
「TRAINING　GEAR/SIXPAD」に係る
商標

株式会社MTG

商標 靴類 「REGAL」に係る商標
株式会社リーガルコーポレーショ
ン

商標
イヤホン用包装袋
（品名追加）

「BEATS」等に係る商標
ビーツ　エレクトロニクス　エルエ
ルシー

商標
洋服類、ティーシャツ、スカー
フ・マフラー、帽子、身飾品、時
計、かばん類

「BOY/LONDON」に係る商標 アングロフランチャイズ　リミテッド

特許 LED液晶テレビ 「面光源装置」等に係る特許 株式会社エンプラス

商標

オイルフィルター、ブレーキパッ
ド、自動車の部品・附属品、ネッ
クピロー、自動車用フロアマッ
ト、キーホルダー、キーケース、
ステッカー類、紙製包装用容器

「mazda」等に係る商標 マツダ株式会社

商標 洋服類、ティーシャツ
「OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH」
に係る商標

オフーホワイト　エルエルシー

商標

マグカップ、カップ用スリーブ、
コースター、加湿器、スマート
フォンケース、キーホルダー、
クッションカバー、トートバッグ

「STARBUCKS」等に係る商標 スターバックス・コーポレイション

意匠 美容用ローラー 「美容用ローラー」に係る意匠 株式会社ＭＴＧ



意匠 美容用ローラー 「美容用ローラー」に係る意匠 株式会社ＭＴＧ

商標
洋服類、ティーシャツ、手袋、帽
子、ステッカー

「RED BULL」に係る商標
レッド・ブル・アクチェンゲゼル
シャフト

商標
スマートフォン用のケース、身飾
品、サンダル類
（品名追加）

「TORY　BURCH」等に係る商標
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

商標

コンピュータソフトウェアが記録
された記録媒体（CD又はDVD）、
コンピュータソフトウェアのプロ
ダクトキー
（品名追加）

「MICRO SOFT」等に係る商標 マイクロソフトコーポレイション

税関への差止申立て情報は税関ＨＰに掲載しています
➢税関ＨＰ掲載アドレス：www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/



 
 
 
 
 

大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウム 
に対する暫定的な不当廉売関税の課税について 

 

NACCS 掲示版からの転載 
【利用者の皆様へ】業務コード集の一部変更について      2016 年 4 月 8 日 
 

水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づき、関税定

率法の別表第二八一五・二〇号に掲げる水酸化カリウム（かせいカリ）であって、大韓

民国又は中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域を除く）を原産地とするもののうち、

平成 28 年 4 月 9 日（土）から平成 28 年 8 月 8 日（月）までの期間内に輸入されるも

のには、不当廉売関税が課されます。これに伴い、業務コード集「21．内国消費税等種

別コード（輸入）」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。 
  
「21．内国消費税等種別コード（輸入）」（海上/航空） 
大韓民国又は中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域を除く）産水酸化カリウム（か

せいカリ）（2815.20-000） 
 

区分 NACCS 用コード 
適用税率

（％） 
  

【新設】 S006001 49.5 大韓民国産 

【新設】 S006002 73.7 
中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域

を除く）産 

 

参 考 
・財務省告示第 131 号（平成 28 年 4 月 8 日） 
・「水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令」（政令第 196

号、平成 28 年 4 月 8 日） 
・個別通達「水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する取扱いにつ

いて」（財関第 468 号、平成 28 年 4 月 8 日） 
 

2016 年 5 月 10 日 
本関地区通関協議会資料 
横浜税関業務部通関総括第３部門 



輸出 輸入

2015年1月 62% 2015年1月 63%
2015年2月 63% 2015年2月 63%
2015年3月 72% 2015年3月 63%
2015年4月 87% 2015年4月 69%
2015年5月 87% 2015年5月 71%
2015年6月 87% 2015年6月 71%
2015年7月 82% 2015年7月 72%
2015年8月 85% 2015年8月 73%
2015年9月 91% 2015年9月 76%
2015年10月 92% 2015年10月 76%
2015年11月 93% 2015年11月 78%
2015年12月 92% 2015年12月 80%
2016年1月 93% 2016年1月 81%
2016年2月 93% 2016年2月 80%
2016年3月 94% 2016年3月 80%
2016年4月 93% 2016年4月 83%

2016年4月の内訳 2016年4月の内訳
海上 93% 海上 83%
航空 70% 航空 80%

【参考】　2016年3月の各税関添付割合（海上）

東京 63% 東京 72%
横浜 94% 横浜 80%
神戸 90% 神戸 84%
大阪 87% 大阪 85%
名古屋 83% 名古屋 81%
門司 95% 門司 86%
長崎 88% 長崎 93%
函館 95% 函館 89%
沖縄 86% 沖縄 84%

合計 87% 合計 80%

輸出 輸入

横浜税関管内の申告添付登録（ＭＳＸ業務）利用状況

申告年月
区2,3

添付割合
申告申請年月

区2,3
添付割合

2016年5月10日

本関地区通関協議会資料

横浜税関業務部通関総括第1部門



 

 

 

 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定（日モンゴル経済連携協定）が本年  

6 月 7 日に発効することとなりました。税関においては、同協定に係る我が国の関税譲許    

及び原産地規則等に関した税関手続きについて、貿易関係者向けの説明会を以下の日程で開催 

致します。 

 説明会への参加を希望される方には、事前のお申し込みをお願いしております。詳しくは、  

各税関のホームページをご覧いただくか、主催税関の担当部門までお問い合わせください。 

 

 
 

主催税関 
会場 

（住所） 
日時 

担当部門 

（連絡先） 

東京 

東京港湾合同庁舎 2 階大会議室 

（東京都江東区青海 2-7-11） 

平成 28 年 5 月 26 日（木） 

14：00～15：00 東京税関業務部 

原産地調査官 

（Tel 03-3599-6527）成田空港合同庁舎 6 階 A 会議室 

（千葉県成田市駒井野字天並野 2159） 

平成 28 年 6 月 3日（金） 

14：30～15：30 

横浜 
横浜税関本関 7 階大会議室 

（神奈川県横浜市中区海岸通 1-1） 

平成 28 年 5 月 24 日（火） 

14：00～15：00 

横浜税関業務部 

管理課 

（Tel 045-212-6130）

神戸 
神戸税関本関 7 階大会議室 

（兵庫県神戸市中央区新港町 12-1） 

平成 28 年 6 月 6日（月） 

14：00～15：00 

神戸税関業務部 

原産地調査官 

（Tel 078-333-3097）

大阪 
大阪合同庁舎第4号館 2階第1共用会議室

（大阪市中央区大手前 4-1-76） 

平成 28 年 5 月 31 日（火） 

14：00～15：00 

大阪税関業務部 

原産地調査官 

（Tel 06-6576-3196）

名古屋 
名古屋税関本関 2 階大会議室 

（愛知県名古屋市港区入船 2-3-12） 

平成 28 年 6 月 1日（水） 

14：00～15：00 

名古屋税関業務部 

原産地調査官 

（Tel 052-654-4205）

門司 
門司港湾合同庁舎 7 階第 1共用会議室 

（福岡県北九州市門司区西海岸 1-3-10） 

平成 28 年 5 月 27 日（金） 

14：00～15：00 

門司税関業務部 

原産地調査官 

（Tel 050-3530-8369）

沖縄地区 
那覇港湾合同庁舎 5 階会議室 

（沖縄県那覇市港町 2-11-1） 

平成 28 年 6 月 1日（水） 

14：00～15：00 

沖縄地区税関 

原産地調査官 

（Tel 098-943-7830）

 

日モンゴル経済連携協定に係る説明会 

説明会日程
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