
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

悪質な海外ウェブサイト一覧 
List of malicious overseas websites 

＜本リストを閲覧するに当たって＞ 
●本リストは、海外ネット通販サイトでの模倣品販売や詐欺が強く疑われる消費者トラブルに関する相談が多数寄せられている状況に鑑み、その未然防止

及び被害拡大防止を目的として、海外著名ファッションブランドの権利者等の協力を得た上で、消費者庁が公表しているものです。 

 

●本リストには、既に閉鎖されているウェブサイトも一部含まれています。また、実在する通販サイトを装ってウェブサイトの名称、住所、画像等を無断使用

しているケースも見られます。ウェブサイトの名称のみで判断するのは避けてください。 

 

●区分欄は、「模倣品」、「模倣品疑い」、「詐欺疑い」のいずれかを記載しています。 

 

●不安に感じるウェブサイトがありましたら、このウェブページに該当 URLが掲載されているかどうかを「検索機能」を利用して御確認ください。 

※本 PDF では、閲覧者が誤って URL を押下し悪質なサイトに遷移してしまうことを防ぐため、URL の表記のうち、「① http://www.」、「② http://」、「③ https://www.」、

「④ https://」を削除して表示しています。検索される場合は、検索しようとする URLから、①～④まで文字列を取り除いたうえで行ってください。 

※検索ツールバーが表示されていない場合は、[編集] メニューの [簡易検索] を選択すると、簡易検索を行うための [検索] ツールバーが表示され、PDF 文書内の検

索を行うことができます。（御利用の PDF閲覧ソフトによって操作が異なる可能性があります。ここでは Adobe Reader での操作方法を紹介しています。） 

 

●本リストは、現存のウェブサイトを網羅したものではありません。本リストに掲載されていないウェブサイトであっても、次のような特徴が見られる場合は、

信頼できるウェブサイトか否かを慎重に判断してください。 

・「正確な運営情報（運営者氏名・住所・電話番号）が記載されていない」 

・「正規販売店の販売価格よりも極端に値引きされている」 

・「日本語の表現が不自然である」 

・「支払方法が銀行振込のみとなっており、クレジットカードが利用できない」 

 

●万一、本リストに掲載されているウェブサイトを利用してトラブルに遭った場合は、次のところに御相談ください。 

・国民生活センター越境消費者センター（https://www.ccj.kokusen.go.jp/） 

・各地の消費生活センター（消費者ホットラインの電話番号：188） 

 

●本リストに、事実に反する内容の記載があると思われる場合は、消費者庁までお問い合わせください。 

掲載ウェブサイト総数： ８７サイト （２０２１年７月１日時点、２０２３年２月２４日更新） 

２０２１年７月１日時点 

（２０２３年２月２４日更新） 



NO.
ウェブサイトの名称
Name of the website

　URL

　　①　⇒　http://www.

　　②　⇒　http://

　　③　⇒　https://www.

　　④　⇒　https://

　例）「https://www.caa.go.jp/」　は　「③　+　caa.go.jp/」と表記

取扱商品

Sale goods

侵害商標

侵害が疑われる商標

Infringed trademark

Suspicion of infringed

trademark

区分

Classificat

ion

掲載日

Posted date

時計・ベルト・財布

等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,belt, wallet, etc BALENCIAGA
Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・バッグ・財

布・衣類等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,bag,wallet,

clothes, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・バッグ・財

布・衣類等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,bag,wallet,

clothes, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・バッグ・財

布・衣類等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,bag,wallet,

clothes, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

バッグ・衣類・帽子

等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

bag,clothes,hat, etc BALENCIAGA
Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・バッグ・財布

等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,bag,wallet, etc BALENCIAGA
Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

靴・バッグ・衣類・

携帯ケース等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

shoes,bag,clothes,

smart phone case, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・バッグ・財

布・衣類等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,bag,wallet,

clothes, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

85 clubrand 　①　＋　clubrand.com/

84 最高品質ブランド2021コピー激安通販！ 　②　＋　copygus.com/

83 ココブランドショップ 　③　＋　cocobrandshop.jp/

82 copychle 　③　＋　copychle.com/

81 enshopi.com 　②　＋　enshopi.com/

80 buyra.net 　③　＋　buyba.net/

87 美品net 　①　＋　bihin.net/

86 JPSHOPKOPI 　④　＋　jpshopkopi.com/
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ウェブサイトの名称
Name of the website

　URL

　　①　⇒　http://www.

　　②　⇒　http://

　　③　⇒　https://www.

　　④　⇒　https://

　例）「https://www.caa.go.jp/」　は　「③　+　caa.go.jp/」と表記

取扱商品

Sale goods

侵害商標

侵害が疑われる商標

Infringed trademark

Suspicion of infringed

trademark

区分

Classificat

ion

掲載日

Posted date

時計・バッグ・財

布・衣類等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,bag,wallet,

clothes, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・バッグ・財

布・衣類等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,bag,wallet,

clothes, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

衣類 プーマ 模倣品疑い 2021年5月31日

clothes PUMA
Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・財布・衣類・

バッグ等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,wallet,clothes,

bag, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・財布・衣類・

バッグ等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,wallet,clothes,

bag, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・財布・衣類・

バッグ等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,wallet,clothes,

bag, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・財布・衣類・

バッグ等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,wallet,clothes,

bag, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・財布・衣類・

バッグ等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,wallet,clothes,

bag, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

78 GMT321 　③　＋　gmtt321.com/

77 365MALL 　②　＋　dgega.xinxinaini.com/

76 スーパーコピー専門店 　①　＋　bloggog.com/

75 tokei520 　①　＋　tokei520.com/

74 Ginzabuy070

79 kopisuper 　③　＋　kopisuper.com/

　③　＋　ginzabuy070.com/

73 Suprekopi 　①　＋　suprekopi.com/index.php

72 kopi100 　③　＋　kopi100.com/

http://www.tokei520.com/
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Name of the website

　URL

　　①　⇒　http://www.

　　②　⇒　http://

　　③　⇒　https://www.

　　④　⇒　https://

　例）「https://www.caa.go.jp/」　は　「③　+　caa.go.jp/」と表記

取扱商品

Sale goods

侵害商標

侵害が疑われる商標

Infringed trademark

Suspicion of infringed

trademark

区分

Classificat

ion

掲載日

Posted date

時計・財布・衣類・

バッグ等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,wallet,clothes,

bag, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・財布・衣類・

バッグ等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,wallet,clothes,

bag, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・財布・衣類・

バッグ等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,wallet,clothes,

bag, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

時計・財布・衣類・

バッグ等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

watch,wallet,clothes,

bag, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

鞄・財布・靴・腕時

計等
バレンシアガ 模倣品疑い 2021年5月31日

bag,wallet,shoes,

watch, etc
BALENCIAGA

Suspicion of

counterfeit
5/31/2021

腕時計・鞄・財布等 グッチ 模倣品疑い 2020年10月30日

watch,bag,wallet, etc GUCCI
Suspicion of

counterfeit
10/30/2020

腕時計・鞄・財布等 グッチ 模倣品疑い 2020年10月30日

watch,bag,wallet, etc GUCCI
Suspicion of

counterfeit
10/30/2020

財布・鞄・時計・靴

等
バーバリー 模倣品 2016年8月19日

wallet, bag,watch, Burberry Counterfeit 8/19/2016

shoes, etc

65 NOOBCHEAP 　③　＋　noobcheap.com/

66 COPYCHEAPS 　③　＋　copycheaps.com/

70 Tokei365 　③　＋　tokei365.org/

64 ICOPI.NET 　①　＋　mikopi.com/

68 Topkopi 　③　＋　topkopi.net/

67 Tokei777 　③　＋　tokei777.top/

71 jpBRAND SHOPP 　③　＋　jpbrandshopp.com/

69 NSAKUR777.com 　④　＋　m.nsakur777.com/



NO.
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Name of the website

　URL

　　①　⇒　http://www.

　　②　⇒　http://

　　③　⇒　https://www.

　　④　⇒　https://

　例）「https://www.caa.go.jp/」　は　「③　+　caa.go.jp/」と表記
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侵害が疑われる商標

Infringed trademark

Suspicion of infringed

trademark

区分

Classificat

ion

掲載日

Posted date

財布・鞄・時計・靴

等
バーバリー 模倣品 2016年7月15日

wallet,

bag,watch,shoes, etc
Burberry Counterfeit 7/15/2016

衣類・靴・帽子等 ルイ・ヴィトン 模倣品疑い 2016年4月15日

clothes,shoes, hat, etc Louis Vuitton
Suspicion of

counterfeit
4/15/2016

鞄・財布・靴等 エルメス 模倣品 2016年3月18日

bag, wallet, shoes, etc ＨＥＲＭＥＳ Counterfeit 3/18/2016

玩具等 詐欺疑い 2015年9月4日

toy, etc
Suspicion of

fraud
9/4/2015

サングラス 模倣品疑い 2015年9月4日

 sunglasses
Suspicion of

counterfeit
9/4/2015

鞄・財布等 詐欺疑い 2015年7月31日

bag, wallet, etc
Suspicion of

fraud
7/31/2015

靴等 模倣品疑い 2015年7月3日

shoes, etc
Suspicion of

counterfeit
7/3/2015

靴等 ナイキ 模倣品 2015年7月3日

shoes, etc NIKE Counterfeit 7/3/2015

衣料品 模倣品疑い 2015年5月15日

clothing
Suspicion of

counterfeit
5/15/2015

59 Ray-Ban 　①　＋　rayban-glass.us/ －

60 pszsri.com　 　①　＋　pszsri.com/ －

birkin30.com61

56 sneakerhead club 　①　＋　sneakerheadclub.com/

57 yuibo.com 　①　＋　yuibo.com/ －

58 SANKYO SHOKAI 　②　＋　myhandbagsshop.com/ －

55 DARKANGEL 　②　＋　darknagar.ru/Moncler-12265.php －

　①　＋　birkin30.com/

Store Color 　①　＋　storecor.net/62

63 OK-outlet.com 　①　＋　ok-outlet.com/
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　　②　⇒　http://
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区分
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香水等 詐欺疑い 2015年3月13日

perfume, etc
Suspicion of

fraud
3/13/2015

　④　＋　bellaveiskincare.com/jp/
化粧品、サプリメン

ト
詐欺疑い 2015年2月20日

　④　＋　youthrenewphyto.com/jp/
Suspicion of

fraud
2/20/2015

　②　＋　news.womenhealthreports.com/

鞄、財布等 ルイ・ヴィトン 模倣品 2015年2月20日

bag, wallet, etc  LOUIS VUITTON Counterfeit 2/20/2015

鞄等 模倣品疑い 2015年2月6日

bag, etc
Suspicion of

counterfeit
2/6/2015

　①　＋　outtogetme.com/ 鞄、衣料品等 バーバリー 模倣品疑い 2015年2月6日

　①　＋　burberryjponlinestore.com/ bag, clothing , etc BURBERRY
Suspicion of

counterfeit
2/6/2015

鞄、財布等 詐欺疑い 2015年1月9日

bag, wallet, etc
Suspicion of

fraud
1/9/2015

鞄、財布等 詐欺疑い 2015年1月9日

bag, wallet, etc
Suspicion of

fraud
1/9/2015

鞄、財布等 詐欺疑い 2014年12月5日

bag, wallet, etc
Suspicion of

fraud
12/5/2014

鞄等 詐欺疑い 2014年12月5日

bag, etc
Suspicion of

fraud
12/5/2014

53 ＢＥＬＬＡ　ＶＥＩ －
cosmetics, supplement

54 yochishop屋 　①　＋　yochishop.com/ －

50 バーバリー 通販店

51 GUCCI 　①　＋　jp-gucci.com －

52 LBCラグジュアリーブランドコピー専門店 　②　＋　shop.luxurybrandcopy.com/

46 イルビゾンテ激安店 　①　＋　speeddtc.com/shippinginfo.html －

47 peppertreefrosty.com 　②　＋　peppertreefrosty.com －

49 paul Smith専門販売店 　①　＋　officehelptogo.com/ －

48 ILVJP 　①　＋　ilvjp.com/ －
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鞄、財布等 模倣品疑い 2014年11月14日

bag, wallet, etc
Suspicion of

counterfeit
11/14/2014

鞄等 模倣品疑い 2014年11月14日

bag, etc
Suspicion of

counterfeit
11/14/2014

鞄等 模倣品疑い 2014年11月14日

bag, etc
Suspicion of

counterfeit
11/14/2014

鞄、財布等 エルメス 模倣品 2014年11月14日

bag, wallet, etc HERMES Counterfeit 11/14/2014

鞄、財布等 詐欺疑い 2014年10月31日

bag, wallet, etc
Suspicion of

fraud
10/31/2014

鞄、財布等 詐欺疑い 2014年10月31日

bag, wallet, etc
Suspicion of

fraud
10/31/2014

靴等 詐欺疑い 2014年9月26日

 shoes, etc
Suspicion of

fraud
9/26/2014

鞄等 詐欺疑い 2014年9月26日

bag, etc
Suspicion of

fraud
9/26/2014

42 人気ブランド激安店 　①　＋　lafondabr.com

43 FASHON BAGS 　①　＋　grvspn.com/ －

45 高級ブランドバックアウトレット　BAGS 　①　＋　jilliancamwell.com/ －

44 Brandol 　①　＋　youthtrendsreport.com/ －

38 Caycecole、lnc-COACH 　①　＋　caycecole.com －

39 【正規品販売】アディダス通販ショップ 　①　＋　icoolauto.com/ －

41 Cynergyper4mersジャパン株式会社 　②　＋　cynergyper4mers.com/ －

40 New激安店 　①　＋　dragontechs.com/ －



NO.
ウェブサイトの名称
Name of the website

　URL

　　①　⇒　http://www.

　　②　⇒　http://

　　③　⇒　https://www.

　　④　⇒　https://
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鞄、財布等 エルメス 模倣品 2014年9月26日

bag, wallet, etc HERMES Counterfeit 9/26/2014

鞄、財布等 ルイ・ヴィトン 模倣品 2014年9月26日

bag, wallet, etc  LOUIS VUITTON Counterfeit 9/26/2014

腕時計等 詐欺疑い 2014年9月5日

 watches, etc
Suspicion of

fraud
9/5/2014

玩具等 詐欺疑い 2014年8月22日

  toy, etc
Suspicion of

fraud
8/22/2014

ベッド等 詐欺疑い 2014年8月22日

  bed, etc
Suspicion of

fraud
8/22/2014

ベッド等 詐欺疑い 2014年8月1日

  bed, etc
Suspicion of

fraud
8/1/2014

ベビーカー等 詐欺疑い 2014年8月1日

  stroller, etc
Suspicion of

fraud
8/1/2014

靴等 詐欺疑い 2014年8月1日

 shoes, etc
Suspicion of

fraud
8/1/2014

35 時計正規サイト 　①　＋　onyxalliance.org/ －

36 BESTCOPYS 　①　＋　bestcopys.com/

37 BUY スーパーコピーブランド 　①　＋　buyna.net/

32 ブランド通販授権100％品質保証 　①　＋　webidx.net/ －

34 株式会社　楽味屋 　①　＋　jpfigure.com/index.php －

33 AXES 　①　＋　dinermuseum.com/shippinginfo.html －

31 Sweet Baby 　①　＋　edu-huayu.com/index.html －

30 ＶＯＧＡＮＡ 　①　＋　ozkaltd.com/ －
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区分

Classificat
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腕時計等 詐欺疑い 2014年8月1日

 watches, etc
Suspicion of

fraud
8/1/2014

カードケース等 詐欺疑い 2014年7月18日

card case, etc
Suspicion of

fraud
7/18/2014

スマートフォン用アクセ

サリ
アディダス 模倣品疑い 2014年7月18日

smart phone

accessories
adidas

Suspicion of

counterfeit
7/18/2014

財布、腕時計等 ラコステ 模倣品疑い 2014年7月18日

 wallet, watches, etc Lacoste
Suspicion of

counterfeit
7/18/2014

鞄、財布等 詐欺疑い 2014年7月4日

bag, wallet, etc
Suspicion of

fraud
7/4/2014

靴等 ナイキ 模倣品 2014年7月4日

 shoes, etc NIKE Counterfeit 7/4/2014

靴等 ナイキ 模倣品 2014年7月4日

 shoes, etc NIKE Counterfeit 7/4/2014

鞄、財布等 ルイ・ヴィトン 模倣品 2014年6月20日

bag, wallet, etc  LOUIS VUITTON Counterfeit 6/20/2014

靴、鞄等 コンバース 模倣品 2014年6月20日

shoes, bag, etc CONVERSE Counterfeit 6/20/2014

鞄、財布等 エルメス 模倣品 2014年5月23日

bag, wallet, etc HERMES Counterfeit 5/23/2014

28 株式会社Renewingfaces 　①　＋　renewingfaces.com/ －

29 Aquatas,Inc-腕時計 　②　＋　aquatas.com/ －

Vivienne Westwood 　②　＋　audiocentergt.com/ －

26 Replicajp.com 　①　＋　watch9.com/

27 MAIKIKI周辺機器屋 　①　＋　maikiki.com/

25

21 kushyma.com 　②　＋　kushyma.com/

22 Love-bag 　①　＋　love-bag.net/

24 株式会社sukigo 　①　＋　sukigo.com/

23 Kingsofshoes 　②　＋　kingsofshoes.com

20 エルメスバッグ専門店　BAG-HERMRS 　①　＋　bag-hermes.com/
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靴等 コンバース 模倣品 2014年5月23日

 shoes, etc CONVERSE Counterfeit 5/23/2014

鞄、財布、腕時計等 ルイ・ヴィトン 模倣品 2014年3月28日

bag, wallet, watches,

etc
 LOUIS VUITTON Counterfeit 3/28/2014

鞄、財布、腕時計等 バーバリー 模倣品疑い 2014年3月14日

bag, wallet, watches,

etc
BURBERRY

Suspicion of

counterfeit
3/14/2014

鞄、財布等 模倣品 2014年3月14日

bag, wallet, etc Counterfeit 3/14/2014

財布 模倣品疑い 2014年2月28日

wallet
Suspicion of

counterfeit
2/28/2014

衣料品 模倣品疑い 2014年2月28日

clothing
Suspicion of

counterfeit
2/28/2014

ゴルフクラブ 模倣品疑い 2014年2月28日

golf club
Suspicion of

counterfeit
2/28/2014

鞄、財布等 ルイ・ヴィトン 模倣品疑い 2014年2月28日

bag, wallet, etc  LOUIS VUITTON
Suspicion of

counterfeit
2/28/2014

鞄、財布等 ルイ・ヴィトン 模倣品疑い 2014年2月28日

bag, wallet, etc  LOUIS VUITTON
Suspicion of

counterfeit
2/28/2014

靴 アグ 模倣品疑い 2014年2月28日

shoes UGG
Suspicion of

counterfeit
2/28/2014

18 ブランドスーパーコピー激安通販店 　①　＋　vuittonu.com/

19 bookingsatlas　 　①　＋　bookingsatlas.com/

15 Eurocentric 　①　＋　eurocentrichandbags.com －

16 brandedcorner.com　 　①　＋　brandedcorner.com/

17 JJKOPI 　①　＋　jjkopi.com/

ルイ・ヴィトン

　①　＋　enlvs.com/

12 TOPスーパーコピーブランド 　①　＋　top-kopi.net/

13 PICK-GOLF UP 　①　＋　pickgolfup.com/ －

14 monclerdown2014 　①　＋　monclerdown2014.com/ －

10 アグ・オーストリア． 　①　＋　smetn.com/

11 Enlvs shopping
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靴 ナイキ 模倣品 2013年12月13日

shoes NIKE Counterfeit 12/13/2013

靴 アディダス 模倣品 2013年12月13日

shoes adidas Counterfeit 12/13/2013

靴、帽子等 ナイキ 模倣品 2013年11月15日

shoes, hat, etc NIKE Counterfeit 11/15/2013

靴 ナイキ 模倣品 2013年9月27日

shoes NIKE Counterfeit 9/27/2013

靴、鞄等 コーチ 模倣品 2013年9月27日

shoes, bags, etc COACH Counterfeit 9/27/2013

鞄、財布等 コーチ 模倣品 2013年8月9日

bag, wallet, etc COACH Counterfeit 8/9/2013

鞄、財布等 ポール・スミス 模倣品 2013年3月22日

bag, wallet, etc Paul Smith Counterfeit 3/22/2013

靴 ナイキ 模倣品 2013年2月28日

shoes NIKE Counterfeit 2/28/2013

財布、鞄、靴等 グッチ 模倣品 2013年2月5日

wallet, bag, shoes, etc GUCCI Counterfeit 2 /5/2013
1 ＧＵＣＣＩ 　①　＋　guccimenjpsale.com/

2 Ｎｉｋｅｊａ．Com 　①　＋　nikeja.com/

3 HANBAINIHON.COM 　①　＋　hanbainihon.com/

　②　＋　kikuku.net/9 kikuku

4 コーチ専門販売店

6 StyleJa.com 　②　＋　styleja.com/

5 Chibauni 　①　＋　chibauni.com/

7

　①　＋　coachhot2013.com/

vanlai 　①　＋　vanlai.com/8

jennus.com　 　②　＋　jennus.com/
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