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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.11（2017年 9月分） 

2017年 10月 6 日発行 

日付 2017 年 9 月 1 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/cni-abpi-e-icc-brasil-apoiam-proposta-para-patentes 

タイトル CNI、ABPI、ICC Brasil が特許バックログに関する提案への支持を表明 

要約 ブラジル工業連盟（CNI）、ブラジル知的財産協会（ABPI）、国際商工会議所（ICC 

Brasil）は、8 月 31 日、2017 年 7 月 27 日付パブリックコメント第 2 号のテーマと

なっている出願中特許の承認簡素化手順の提案に関し、変更や調整が未だ必要とし

つつもこれを支持することを、ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル

長官に対して書面で表明した。各団体は、将来的な特許出願の累積を避けるために

INPI の効率性を高めることを目的とした取組みの継続的な導入に対する支持を表

明。一方で、提案されている規則案に関する修正提案やコメントについては、8 月

31 日で締め切られたパブリックコメントの募集に対し、各団体から個別に意見書

が提出されている。今後は提出された意見書の内容の確認が行われ、約 15 日の期

日でそれらに対する回答が公表されることとなっている。 

 

日付 2017 年 9 月 1 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-participa-de-reuniao-do-comite-de-lideres-
empresariais-da-mei 

タイトル INPI、イノベーション企業運動（MEI）の企業リーダー委員会の会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官及びサンパウロ支部のマウ

ロ・カタリーノ渉外コーディネータは、9 月 1 日、サンパウロで開催されたブラジ

ル工業連盟（CNI）内に設置されている「イノベーションに向けた企業運動

（MEI）」のリーダー委員会会合に参加した。本イベントでは、「2027 年産業プロ

ジェクト」に関する情報提供ほか国家科学技術開発基金（FNDCT）を科学技術融資

ファンドに変更する提案に関する協議やブラジルにおける IoT 分野でのビジネスチ

ャンス及び課題に関する討議が行われた。 
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日付 2017 年 9 月 1 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-sedia-debate-sobre-pi-no-projeto-de-regime-global-
de-circulacao-de-sentencas 

タイトル INPI、産業財産に係る国際判決の回覧システム・プロジェクトの討議を開催 

要約 9 月 1 日、ブラジル産業財産庁（INPI）にて、産業財産に係る国際判決のグローバ

ル回覧システム・プロジェクトの討議が行われた。本会合には、ルイス・ピメンテ

ル長官、ローリス・バエナ INPI 検事長及び本事業にかかる国際協議に参加している

ナディア・デ・アラウージョ弁護士、マルセロ・デ・ナルジ連邦判事らが参加し

た。本事業はハーグ国際私法会議の範疇で協議されているもの。2 ヶ国以上が関わ

る案件で、一国で下された判決を他方の国が承認し採用することを可能とするた

め、司法判決の国際的な回覧を単純かつ安全に実現するシステムの構築を目指して

いる。より統一された仕組みを整備することで、国際間での民間組織同士の関係

に、係争に至った場合の規則に基づく一層の安全性と予見性を与えることを意図し

ている。 

 

日付 2017 年 9 月 1 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-lanca-videos-tutoriais-sobre-marcas-e-patentes-para-
usuarios 

タイトル INPI、商標及び特許に関する利用者向けビデオ・チュートリアルを公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、利用者向けに「実務における知的財産」と題した

ビデオ・チュートリアルを作成した。INPI の提供するサービスについての手順を解

説するもので、現時点では商標登録と特許出願に関する 7 つのビデオを公開してい

る。Youtube 及び INPI サイト（http://www.inpi.gov.br/arquivos-videos/pi-na-pratica）

で閲覧可能。これらは、登録・検索方法、連邦徴収票（GRU）の発行手順、e-商

標・e-特許システムの利用方法について、利用者によくある疑問点について明らか

にすることを目的としたもの。これらのビデオは、10 月 2 日から書面での基本的

な疑問受付を停止する INPI 支部の利用者へ答えるためのツールとしても活用され

る。 

 

日付 2017 年 9 月 1 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル工業連盟（CNI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/09/5-acordos-essenciais-
que-os-brics-precisam-ficar-atentos/ 

タイトル BRICS 諸国が注目するべき 5 つの必要不可欠な協定 
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日付 2017 年 9 月 4 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/dez-anos-de-enapid-crescimento-com-nova-parceria 

タイトル Enapid の 10 年：新しいパートナーを迎え一層の拡大を見せる 

要約 9 月 19 日～21 日、リオデジャネイロにて、第 10 回知的財産権・イノベーション・

開発学術会合（Enapid）が開催され、ブラジル国内の様々な州からの学生や専門家

らの参加が見込まれている。2014 年に開催された第 7 回 Enapid は、初めてリオデ

ジャネイロ以外の都市で開催された。ブラジル北東部技術革新センター（NIT 

Nordeste）が主催するブラジル技術展望会議（ProspeCT&I）との共催でサルバドー

ル市にて行われたことによって、Enapid が全国的な規模の活動へと拡大したと、ブ

ラジル産業財産庁（INPI）知的財産・イノベーション・開発アカデミーのリタ・ピ

ニェイロ・マシャード コーディネイターは語る。本会では、知的財産と技術移転を

活用した技術を基礎に置いたイノベーションの推進に焦点が当てられた。 

  

日付 2017 年 9 月 4 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト em.com.br ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/04/internas_economia,897514/cr
esce-exportacao-de-cachaca-brasileira.shtml 

タイトル ブラジル産カシャッサの輸出が増加 

 

日付 2017 年 9 月 4 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://codigofonte.uol.com.br/noticias/universidade-brasileira-vai-a-leilao-para-pagar-
multa-de-pirataria 

タイトル ブラジル国内の大学が模倣品の罰金を支払うために校舎のオークションを実施 

 

日付 2017 年 9 月 5 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-lanca-sistema-eletronico-para-registro-de-software 

タイトル INPI、9 月 12 日にソフトウェア登録電子システムの運用を開始 

要約 サービス改善のさらなる方策の一つとして、ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 12

日、インターネット上で手続きが完結するコンピュータープログラム登録システム

の運用を開始する。従来の煩雑な手続きが不要となることで、登録に要する日数は

2016 年平均の約 100 日から 7 日間程度に短縮される見込み。また登録待ち件数

も、2016 年の約 5,000 件、本年の 2,000 件弱から、2017 年末にはゼロ件まで大幅に

削減される見通しである。登録料は、利用者種別に関わらず 185 レアルの単一料金

となり 12 ヶ月間有効。なお、登録者は最大 50 年間に及び保護される権利を有す
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る。電子システムの運用開始により、書類あるいはソースコード CD-ROM の送付に

よる登録手続きは行われなくなる。登録利用者は連邦徴税票（GRU）を用いた登録

料の納付の後、オンラインで申請フォームに記入し、さらにオンラインで生成する

ことができるハッシュコードを入力する。このハッシュコードは、コンピュータプ

ログラムと登録申請が対応していることを示す、権利保護上の確認手段となるもの

である。 

 

日付 2017 年 9 月 6 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト G1.com ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/cartilhas-sobre-combate-a-pirataria-serao-
distribuidas-nas-escolas-de-mt.ghtml 

タイトル マットグロッソ州内の学校で模倣品撲滅に関する教本が配布される 

 

日付 2017 年 9 月 6 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト CenárioMT ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.cenariomt.com.br/2017/09/06/oab-mt-apoia-campanha-contra-pirataria-
lancada-pela-fecomercio-mt/ 

タイトル OAB-MT、マットグロッソ商業連盟が実施する模倣品撲滅キャンペーンを支持 

 

日付 2017 年 9 月 8 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ピアウィー州広報 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.pi.gov.br/materia/uespi/uespi-encaminha-projeto-para-contar-com-mestrado-
profissional-em-propriedade-intelectual-2760.html 

タイトル ピアウィー州立大学、知的財産分野のビジネス修士プログラム設置のための事業案

を提出 

要約 ピアウィー州立大学（Uespi）は、知的財産の保護やイノベーションをテーマとし

た研究を希望する関連分野の学士を対象として、イノベーションのための知的財産

及び技術移転分野のビジネス修士プログラム（Profnit）の設置を進めている。本プ

ログラムは、全国イノベーション管理及び技術移転フォーラムによる運営される学

術ネットワーク下で実施されるもの。様々な研究は行われるものの、一方でその結

果に対する保護が現状では十分に行われていないという大学のニーズに対応する。

年内に募集を開始し、2018 年初頭に第 1 期生向けに開講することを目指してい

る。 
 

日付 2017 年 9 月 11 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-participa-de-reuniao-sobre-pi-do-acordo-mercosul-ue 
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タイトル INPI、メルコスル・EU 協定の知的財産に関する会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の国際関係課を代表し、ダニエル・フランサ・オリヴ

ェイラ職員が、9 月 3 日～8 日の間にベルギーのブリュッセルにて行われたメルコ

スル・EU 間通商協定の知的財産分野の交渉会合に参加した。この会合では協定上

の様々な点で前進を見ることができ、さらに次回の交渉ラウンドは 9 月末にブラジ

リアで実施することが予定されている。本ミッションは、ブラジル外務省がリーダ

ーを務め、商工サービス省（MDIC）、農牧畜供給省（MAPA）が支援を行なったも

の。 

 

日付 2017 年 9 月 11 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/dez-anos-de-enapid-evento-abriga-semana-da-inovacao-
em-florianopolis 

タイトル Enapid の 10 年：フロリアノポリスにてイノベーション週間の一部として開催 

要約 9 月 19 日～21 日、リオデジャネイロにて、第 10 回知的財産権・イノベーション・

開発学術会合（Enapid）が開催され、ブラジル国内の様々な州からの学生や専門家

らの参加が見込まれている。2016 年に開催された第 9 回 Enapid は、フロリアノポ

リス市でイノベーション週間に開催され、第 6 回ブラジル技術展望会議

（ProspeCT&I）、第 3 回食品・飲料産業におけるオープンイノベーション国際会

議、第 4 回国際エネルギー・省エネ・気候イノベーションシステム・持続可能開発

会議、国際研究開発会議といった、ブラジル国内や世界におけるイノベーションの

挑戦と機会に関する様々なイベントが並行して行われた。また前回では、ブラジル

産業財産庁（INPI）が初めて、ラテンアメリカ・カリブ地域知的財産アカデミー国

際シンポジウムを主催した。ここでは基礎・中等・高等教育機関における意識向上

策、児童向けアニメーションの制作、市場に焦点を当てた人材育成といった取り組

みに注目が集まった。 

 

日付 2017 年 9 月 11 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-discute-cooperacao-em-propriedade-industrial-com-
a-dinamarca 

タイトル INPI、デンマークと知的財産分野での協力について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、9 月 14 日までの間、デンマーク特許商標事務所

（DKPTO）及び在ブラジルデンマーク大使館の代表者の訪問を受け、協力関係構築

の可能性について協議する。ルイス・ピメンテル長官ら幹部との会合に加え、特許

手続きの流れ、優先審査事業、商標関連書類の電子化、技術契約手続き、IT インフ

ラといった INPI の仕組みに関する視察を行なう予定となっている。 
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日付 2017 年 9 月 11 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inscricoes-online-para-o-enapid-estao-encerradas 

タイトル Enapid オンライン申込みが終了：参加希望の場合はイベント事務局へ 

要約 申込多数のため、9 月 19 日～21 日にリオデジャネイロにて開催される、「知的財

産及びブラジルのイノベーション修士課程の 10 年：過去・現在・未来」をテーマ

とした、第 10 回知的財産権・イノベーション・開発学術会合（Enapid）のオンラ

イン申込みが終了した。参加を希望するものの申込みを行なっていない場合には

Enapid 事務局にて期間中に申し込むことが可能である。参加は無料。 

 

日付 2017 年 9 月 11 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト EBC Agência Brasil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/receita-fecha-shopping-25-de-
marco-em-operacao-conjunta-com-prefeitura-e-mpf 

タイトル 国税庁、市役所・連邦検察庁との共同作戦で「Vinte e Cinco de Março」ショッピン

グセンターを閉鎖 

 

日付 2017 年 9 月 12 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/novo-sistema-de-registro-de-software-garante-mais-
rapidez-e-seguranca 

タイトル ソフトウェア登録の新たな電子システムは迅速性と安全性を向上させる 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 12 日、インターネット上で手続きが完結するコ

ンピュータプログラム登録システム（e-RPC）の運用を開始した。これにより、利

用者はより安全性の高く迅速かつペーパーレスのシンプルな手続きで登録手続きを

行なうことが可能となる。このシステムは、商工サービス省（MDIC）が推進する

公共サービスの手続き簡素化施策の一部を成すものである。今後の登録申請には、

INPI に対するソースコードの送付は不要となり、ハッシュコードを用いて暗号化さ

れたコードが転写された電子申請フォーマットに、電子署名された宣誓書を添付し

て送信する。登録料も変更され、利用者種別を問わない単一料金となる。登録申請

の手続きを始める前に、連邦徴税票（GRU）を用いた登録料を予め納付することを

忘れないこと。なお、申請後の登録証は INPI の検索サービス BuscaWeb でダウンロ

ードが可能となる。登録者は登録が承認された翌年の 1 月 1 日より 50 年間保護さ

れる権利を得る。 
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日付 2017 年 9 月 12 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/prorrogada-para-29-09-consulta-publica-do-manual-de-
desenhos-industriais 

タイトル 意匠マニュアルのパブリックコメント募集期間が 9 月 29 日まで延長 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の商標・意匠・地理的表示局（DIRMA）は、作成中の

意匠マニュアル初版に対する提案の募集期間を 9 月 29 日まで延長した。マニュア

ルの各章と提案用の電子フォーマットは INPI ポータルサイトで参照可能となってい

る。 

 

日付 2017 年 9 月 12 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-contribuicoes-para-consulta-publica-no-dia-
13-09 

タイトル INPI、特許に関する応募されたパブリックコメントを公表 

要約 8 月 31 日で終了した、出願特許の承認にかかる簡素化手順に関するパブリックコ

メントの募集について、期間中に提出された提案等の内容が次のファイルにて参照

可能となっている。 

（資料へのリンク： http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-contribuicoes-para-

consulta-publica-no-dia-13-09） 

 

日付 2017 年 9 月 12 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inovacao-e-pi-sao-destaques-em-workshop-na-uerj 

タイトル リオ州立大学のワークショップでイノベーションと知的財産が主要テーマとなる 

要約 9 月 12 日にリオデジャネイロ州立大学（Uerj）で開催された第 9 回科学技術イノベ

ーション（WCTI）の開会講演では、ブラジル国内大学におけるイノベーションの進

展と知的財産の保護がテーマとなった。ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピ

メンテル長官は、大学機関は自らの研究成果の保護を一層強めており、そうした成

果が産業界や市場に行き渡ることで、研究者らが新たな資金源を獲得する可能性を

開きつつあると述べた。同氏はまた、こうした動きは出願特許の審査に要する時間

を短縮する必要性を高めたとし、そのために INPI としても様々な対策を講じてお

り、実際に商標や意匠に関しては遅滞が緩和されつつあると説明した。アウグス

ト・ラウプ リオデジャネイロ州科学技術イノベーション局長は、大学が知的財産の

活用により得られる収入に代わる新たな収入源を確保するため、技術移転のメカニ

ズムを改善する必要性があると述べた。エギベルト・ガスパール修士過程副学長に

よると、Uerj は実際にその方針に合致した活動を展開しており、設立 20 週年を迎

える同大学のイノベーション部（InovaUerj）は、現在 8 件のライセンス及び技術移

転協定を有しているという。 
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日付 2017 年 9 月 12 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Folhamax ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.folhamax.com.br/cidades/campanha-contra-a-pirataria-apresenta-primeiros-
resultados/138445 

タイトル 模倣品対策キャンペーンで最初の成果を見せる 

 

日付 2017 年 9 月 13 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/opiniao/a-capital-brasileira-da-informalidade-21813864 

タイトル ブラジルの非合法性の首都 

 

日付 2017 年 9 月 14 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/mapa-das-igs-brasileiras-de-2017-e-lancado 

タイトル 2017 年版の地理的表示地図を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とブラジル地理統計院（IBGE）は、9 月 13 日、2017 年

7 月までの生産地表示として登録された新たな 4 製品を加えた、2017 年版ブラジル

地理的表示地図を発表した。この地図は、両機関の間で結ばれた技術協力協定の成

果であり、INPI に登録されたブラジル国内の生産・サービス提供地域を地図上で表

現する目的を持つもの。なお生産地表示とは、ある国・市・地域が、そこで生産も

しくは提供されるサービスの採取・生産・製造の中心地となっている際に付与され

るものである。一方で原産地命名とは、その地域の自然や人間活動といった地理的

な要因によって産品やサービスが独特の性質を持つようになった国・市・地域の名

称を区別するものである。 

（地図へのリンク：http://www.inpi.gov.br/noticias/mapa-das-igs-brasileiras-de-2017-e-

lancado/mapa_ig_2017.pdf） 

 

日付 2017 年 9 月 14 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/brasil-e-argentina-assinam-acordo-de-cooperacao-em-
propriedade-industrial 

タイトル ブラジルとアルゼンチンが知的財産分野での技術協力に署名 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官とアルゼンチン産業財産庁

のダマゾ・パルド長官は、9 月 14 日、ブラジリアにて、産業財産分野における両

国の協力を拡大するための覚書に署名を行った。ブラジル商工サービス省

（MDIC）とアルゼンチン生産省が主宰するブラジル・アルゼンチン生産通商二国

間委員会の会合にて行われたもの。両国で協議されているテーマには、商標及び意



Copyright©2017 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 
9 

 

匠のマニュアル及び基準の作成、特許の優先審査事業、情報交換、特許出願審査の

2 国間協力、両国における知的財産保護の枠組みの利用促進が挙げられる。これら

の協力テーマは、2 国間委員会に 7 つ設置されているワーキンググループ（WG）

の 1 つである知的財産 WG にて検討されていたもの。両国の産業財産庁の長官はま

た、メルコスル、南米諸国の産業財産における地域協力システム（Prosur）、イベ

ロアメリカ産業財産プログラム（IBEPI）、世界知的所有権機関（WIPO）、世界貿

易機関（WTO）における産業財産の国際交渉についても意見を交わした。 

 

日付 2017 年 9 月 14 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/eua-citam-bras-e-santa-ifigenia-na-lista-de-
principais-centros-de-pirataria-do-mundo.ghtml 

タイトル 米国、世界の主要な模造品販売地区のリストでサンパウロ市内の地区を指摘 

 

日付 2017 年 9 月 15 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-tem-defesa-de-tese-sobre-nucleos-de-inovacao-
tecnologica 

タイトル INPI にて、イノベーション技術センターに関する論文審査会が行われる 

要約 9 月 15 日、ブラジル産業財産庁（INPI）の知的財産・イノベーション・開発アカデ

ミーの博士課程プログラムの修了生として 4 人目となるエリシアナ・セルヴィナ・

フェレイラ・メンデス・ヴィエイラ氏の論文審査会が行われた。論文のテーマは

「リオデジャネイロ市内の大学コミュニティーの観点から見たイノベーション技術

センター（NIT）の役割」。産業財産資産の管理に焦点を当て、3 つの大学（リオデ

ジャネイロ連邦大学、リオデジャネイロ州立大学、PUC-Rio 大学）の利用者が NIT

をどのように評価するかを明らかにすることを目的とした。 
 

日付 2017 年 9 月 18 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 Exame 誌サイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://exame.abril.com.br/negocios/dino/startup-aposta-em-registro-de-marcas-na-
internet-para-crescer-600/ 

タイトル スタートアップ企業がオンライン商標登録ビジネスで 600％の成長を目指す 
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日付 2017 年 9 月 18 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Só Notícias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.sonoticias.com.br/noticia/geral/federacao-lanca-campanha-em-mt-para-
combater-pirataria-prefeitura-de-varzea-grande-manifesta-apoio 

タイトル マットグロッソ州内で商業連盟が模倣品撲滅キャンペーンを開始し、ヴァルゼア・

グランジ市が支援を表明 

 

日付 2017 年 9 月 19 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/enapid-2017/noticias/abertura-do-enapid-
destaca-contribuicoes-da-pesquisa-em-pi-para-o-brasil 

タイトル 第 10 回 Enapid の開会式でブラジルの知的財産分野の研究活動がもたらす貢献が取

り上げられる 

要約 ブラジルにおける知的財産・イノベーション分野の修士課程プログラムが 10 周年

を迎えることを記念し、9 月 19 日、リオデジャネイロにて、ブラジル産業財産庁

（INPI）アカデミーが主催する第 10 回知的財産権・イノベーション・開発学術会合

（Enapid）が開幕した。INPI のルイス・ピメンテル長官は開会式で、過去の Enapid

とその進展を振り返り、知的財産に関する議論が、学術、政府、産業分野間の結び

付きを強める要素となったことを強調。今は学術分野と INPI が、特許や商標のバッ

クログを主とした課題を前にどのような次の一歩を踏み出すかを議論する時にある

とし、また Enapid のようなイベントは、組織が抱える課題に対する解決策を提案

する場としては不可欠な機会であるとも述べた。世界知的所有権機構（WIPO）ブ

ラジル事務所のジョゼー・グラッサ・アラーニャ 所長は、本会合に他国の関連団体

の参加があることについて言及した。 

 

日付 2017 年 9 月 19 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/enapid-2017/noticias/academia-do-inpi-aponta-
foco-de-atuacao-para-os-proximos-anos 

タイトル INPI アカデミー、今後数年間に注力する活動を示す 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーの創設に関わった教授陣が、9 月 19 日、リ

オデジャネイロにて行われている第 10 回知的財産権・イノベーション・開発学術

会合（Enapid）における「我が国における知的財産分野の修士課程の最初の 10 年

間の展望」と題したパネルディスカッションに参加した。リタ・ピニェイロ・マシ

ャード コーディネイターは、同アカデミーの創設の経緯を説明するとともに、今後

数年間焦点は、INPI の抱える課題に対する解決策の提案及びコーポレート教育セン

ターと提携を結ぶことによる職員の育成に重点を置くことを説明した。さらに新た

な取組みとして、世界知的所有権機関（WIPO）との提携による知的財産に関する

遠隔一般講習での提供テーマの範囲を拡大すると述べた。新たに追加されるのは、

特許、特許出願作文、商標・意匠・地理的表示、技術情報検索の 4 テーマ。実現に
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向け現在交渉中であり、各講習で年間 1 千人の修了者を出すことを目標とするとし

た。アラケン・リマ教授は、INPI が知的財産に関する議論を大学のみならず一般に

普及させる使命を果たしていることを評価し、知的財産分野のコンサルタントの養

成機関の将来的な創設について提案した。 

 

日付 2017 年 9 月 19 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/enapid-2017/noticias/enapid-discute-
perspectivas-do-sistema-de-pi-dos-escritorios-nacionais-e-da-inovacao 

タイトル Enapid にて、知的財産システム、産業財産事務所、イノベーションの将来展望につ

いて議論される 

要約 9 月 19 日、リオデジャネイロにて、ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーが主催

する第 10 回知的財産権・イノベーション・開発学術会合（Enapid）が開幕。産業

財産事務所、イノベーションの進展、知的財産システムに焦点を当てた知的財産の

将来展望に対する議論が行われた。INPI のルイス・ピメンテル長官は、出願された

特許の手続きに時間を要することがイノベーションと公正な競争を阻害しているた

め、その短縮を図ることが緊急の対策を要する課題であることを強調。INPI による

生産性の向上、特許審査官の採用、海外で承認された特許の有効化、出願特許の承

認簡素化手続きといった取組みを紹介し、さらに INPI 職員の新たなキャリアプラン

の採用、公務員試験を通じたさらなる審査官の追加採用、INPI の入居している建物

の問題の解決、IT インフラの強化の重要性について述べた。 

 

日付 2017 年 9 月 20 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/enapid-2017/noticias/x-enapid-inicia-segundo-
dia-com-minicursos-sobre-ferramentas-estrategicas-de-gestao-e-pi  

タイトル 第 10 回 Enapid、戦略的管理ツールと知的財産に関する小講義とともに 2 日目の活

動を開始 

要約 9 月 20 日、リオデジャネイロにて開催されている、ブラジル産業財産庁（INPI）ア

カデミーが主催する第 10 回知的財産権・イノベーション・開発学術会合

（Enapid）の 2 日目の活動は、4 つの小講義とともに開始された。このうち 3 つの

講義は INPI 職員により行われた。ヘレーノ・ベゼッハ教授は、INPI の上訴審の仕組

みについて紹介し、特許分野で採用されている異議申立てと無効手続きについて説

明した。ヴィニシウス・ボージェア教授は、商標のコンセプトとビジネスにおいて

成功するための戦略的な利用方法について、またコンピュータプログラム・回路配

置利用権部門のヘルマール・アゥヴァレス課長は、9 月 12 日から開始されている

オンラインのコンピュータプログラム登録手順についてそれぞれ紹介した。4 つ目

の小講義では、将来採用されうる技術を特定することを可能とする戦略的管理のグ

ラフツールである技術ロードマップについて、検索戦略の策定とマッピングを継続

することの重要性の観点から、リオデジャネイロ連邦大学（UFRJ）のスザナ・ボル

シベール教授により実例を交えた解説が行われた。 
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日付 2017 年 9 月 20 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/enapid-2017/noticias/mesas-redondas-debatem-
difusao-da-cultura-de-pi-e-escritorios-de-pi-como-produtores-de-informacao 

タイトル 知的財産文化の普及と、情報発信者としての産業財産事務所についてラウンドテー

ブルで議論される 

要約 9 月 20 日、リオデジャネイロにて開催されている、ブラジル産業財産庁（INPI）ア

カデミーが主催する第 10 回知的財産権・イノベーション・開発学術会合

（Enapid）2 日目のこの日、知的財産文化の普及、及び情報を生み出し普及させる

役割としての産業財産庁と題された 2 つのラウンドテーブルで議論が交わされた。

最初の討議では、技術イノベーションセンター（NITs）やブラジル国内外の大学に

設置される知的財産を管理する同様の組織について、大学や研究機関における知的

財産分野の専門家を育成するための PROFNIT のような取組み、知的財産の戦略的利

用を可能とする当分野の人材育成や教育活動について取り上げられた。続くラウン

ドテーブルでは、INPI の経済関係補佐局の活動、さらにブラジル地理国立統計院

（IBGE）のような外部機関とのイノベーションに関する研究における共同活動など

を例に挙げ、知的財産関連データの発信面に注目した議論が交わされた。 

 

日付 2017 年 9 月 20 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/enapid-2017/noticias/especialistas-discutem-a-
importancia-da-pi-e-da-inovacao-na-educacao-e-no-desenvolvimento-cientifico-do-brasil 

タイトル 人材開発における知的財産の重要性について専門家間で議論が交わされる 

要約 9 月 20 日、リオデジャネイロにて開催されている、ブラジル産業財産庁（INPI）ア

カデミーが主催する第 10 回知的財産権・イノベーション・開発学術会合

（Enapid）の 2 日目に行われたラウンドテーブル「知的財産、イノベーション、学

術領域間の交流研究」にて、アデライデ・ファウジョニ・アラリオ ABC 連邦大学

（UFABC）教授は、ブラジルにおける修士課程教育での学術領域間の交流研究の歴

史を紐解き、INPI が知的財産とイノベーションについて議論を深める場としてアカ

デミーを創設した先見的な判断の正しさを強調。その 10 年間の主要な成果とし

て、高度に育成された人材が輩出されるに至っていることを挙げた。化学・繊維産

業技術センターの工学科学術コーディネイターのルイス・シュリットラー氏は、イ

ンダストリー4.0 を前にした将来の専門家育成の重要性について、またアラゴアス

連邦大学教授で PROFNIT/FORTEC 副学長も務めるジョセアルド・トニョロ教授は、

知識・技術・イノベーションが社会格差を縮小することを目的とする点においても

重要性が高いことを指摘した。 
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日付 2017 年 9 月 20 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/enapid-2017/noticias/paises-apostam-em-
cooperacao-internacional-para-melhorar-procedimentos 

タイトル 各国が手続き上の改善のための国際的な協力を目指す 

要約 9 月 20 日、リオデジャネイロにて開催されているブラジル産業財産庁（INPI）アカ

デミーが主催する第 10 回知的財産権・イノベーション・開発学術会合（Enapid）

の 2 日目に行われたラウンドテーブル「産業財産庁のネットワーク：協力に基づい

た未来」では、バックログに代表される共通の課題を解決するための世界各国の産

業財産事務所同士の協力について議論が交わされた。在リオデジャネイロ米国総領

事館のラウラ・ハンメル知的財産担当領事は、米国特許庁（USPTO）、日本特許庁

（JPO）、韓国特許庁（KIPO）により実施されている特許の審査・検索における協

力体制や、PPH について説明。商標分野において、TM5（日本、韓国、中国、欧

州、米国）と名付けられたグループで取り組まれている手順の共通化、区分リスト

の作成、共通用語集の創設、非伝統的商標のインデックス化の取り組みについて紹

介した。JETRO サンパウロの岡本正紀知的財産権部長は、JPO が PPH を最初に提案

し、現在では 47 ヶ国が PPH を実施していると紹介した。 

 

日付 2017 年 9 月 20 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-participa-do-lancamento-de-novo-escritorio-da-ompi-
no-brasil 

タイトル INPI、ブラジルの世界知的所有権機関の新事務所開所式に参加 

要約 9 月 20 日、ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、ブラジルに

おける世界知的所有権機関（WIPO）の新事務所の開所式に参加した。新事務所は

リオデジャネイロ市内に設置されている。新事務所は従来より広く、ビデオ会議や

人材育成活動に利用可能なスペースが確保されている。 

 

日付 2017 年 9 月 20 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 EPOCA 誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://epoca.globo.com/saude/check-up/noticia/2017/09/brasil-questiona-requisitos-para-
patente-de-cura-da-hepatite-c.html 

タイトル ブラジル、C 型肝炎用医薬品の特許要件について問う 

 

日付 2017 年 9 月 21 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/enapid-2017/noticias/evento-discute-futuro-da-
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agenda-de-pi-e-inovacao 

タイトル 知的財産とイノベーションのアジェンダの将来について議論が行われる 

要約 リオデジャネイロにて開催されている、ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーが

主催する第 10 回知的財産権・イノベーション・開発学術会合（Enapid）の 3 日目

に当たる 9 月 21 日、「教育と研究」をテーマにしたラウンドテーブルが開かれ、

知的財産分野の研究活動の今後 10 年間の展望について議論が行われた。スペイン

特許商標庁のロウドレス・ヴェラスコ・ゴンザレス氏は、欧州経済に知的財産がも

たらした恩恵と、欧州内の産業財産事務所間での登録手順の見直しと共通化を目指

すことを目的とした作業部会の設置過程について説明。ブラジル知的財産協会

（ABPI）のクラウジオ・リンス・ヴァスコンセロス氏は、ブラジル文化や芸術的制

作物の品質の高さについて強調し、当分野の教育投資の必要性を訴えた。INPI アカ

デミーのアレシャンドレ・ギマラエス教授は、特許バックログに関する自身の研究

で、政府による抗レトロウイルス医薬品の買取りにおいて、特許の審査と承認に時

間を要することが要因となって高い支出を強いられていた点を指摘した自身の研究

内容を例に挙げ、学術研究は当分野にとって重要なツールであり、かつ政策決定過

程を支援しうるものであると述べた。 

 

日付 2017 年 9 月 21 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/enapid-2017/noticias/enapid-discute-interacao-
do-inpi-com-outros-entes-estatais 

タイトル Enapid にて、INPI と国の他機関の協力体制について議論が交わされる 

要約 リオデジャネイロにて開催されている、ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーが

主催する第 10 回知的財産権・イノベーション・開発学術会合（Enapid）の 3 日目

に当たる 9 月 21 日、知的財産システムにおける INPI と国の他機関の協力体制につ

いて議論が交わされた。第 2 地域連邦地方裁判所のアンドレー・フォンテス判事

は、司法における知的財産について講演を行い、知的財産分野における司法の人材

育成と知的財産判決で利用される立論方法を開発することの重要性を強調した。

INPI と他機関の協力体制に関するラウンドテーブルで、INPI のマウロ・マイア ディ

レクターは、司法府に加えて国家衛生監督庁（ANVISA）、農務省（MAPA）との過

去数年間の協力関係から得られた学びの重要性について触れ、一層関係を緊密化す

ることが必要であると述べた。MAPA のルジミラ・ガスパール氏は、INPI との協力

関係は歴史的に長いが 2005 年から更に深まり、製品に対する関心喚起、技術支援

といった、地理的表示や共同商標において INPI と共同で行われている取組みを紹

介。ANVISA のモニカ・フォンテス・カエターノ氏は、1996 年の法令 9279 号（産業

財産法）の導入から医薬品特許における両機関の権限範囲を定めた 2017 年の

INPI・ANVISA 共同省令第 1 号までの ANVISA の略歴を紹介し、医薬品特許や公共医

療に関わる幅広いテーマで恩恵が広がることが協力関係を築く目的であるとした。 
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日付 2017 年 9 月 25 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト 24 horas news ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://24horasnews.com.br/noticia/mato-grosso-perde-r-166-milhoes-por-ano-com-a-
venda-de-oculos-e-lentes-falsificadas.html 

タイトル マトグロッソ州は、模倣品メガネの販売で年間 1 億 6600 万レアルの損失を被る 

 

日付 2017 年 9 月 26 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-discute-parceria-com-a-uniao-europeia-para-
fomentar-o-sistema-de-pi-no-brasil 

タイトル INPI、ブラジルにおける知的財産の枠組みを強化するための EU との提携について

協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、9 月 25 日、リオデジャ

ネイロにて、EU 産業財産庁（EUIPO）の代表者との会合に参加した。この会合は、

ラテンアメリカ IP Key 事業を通じてブラジルにおける知的財産の枠組みを強化する

ための INPI と EUIPO の連携活動について協議するものであった。ラテンアメリカ

IP Key 事業は、EU 機構の一組織である EUIPO が昨年から開始している IP Key 事業の

一部を成すもので、EU 域外の国々での知的財産の枠組みの強化を推進することを

目的としている。この事業では、審査・管理のグッドプラクティスに関する交流、

IT ツールの開発、世界的な権利保護の枠組みへの参加を EUIPO が推進していくこと

が可能となっている。さらに、調査報告書の作成、セミナーや育成イベントの開

催、専門家ミッション派遣といった活動もそのスコープに含まれている。 

 

日付 2017 年 9 月 26 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト DC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/09/policia-civil-cumpre-mandado-por-
suspeita-de-pirataria-no-oeste-9914658.html 

タイトル 文民警察、サンタカタリーナ州西部で模倣品販売の疑いに対し取締りを実施 

 

日付 2017 年 9 月 28 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/fronteiras-entre-direitos-de-pi-e-tema-do-seminario-
internacional-de-desenho-industrial 

タイトル 知的財産の種類による境界線が意匠セミナーのテーマとなる 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）、リオデジャネイロ州零細小企業支援サービス機関

（Sebrae/RJ）、世界知的所有権機関（WIPO）は、9 月 28 日、企業の競争力向上と

ビジネスの保護という観点で企業が意匠を登録する重要性について議論することを
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目的として、第 1 回国際意匠セミナーを開催した。INPI のルイス・ピメンテル長官

は開会式にて、意匠は創作者・製品・消費者をつなぎ、購入決定に影響を与える差

異化要素として需要なものであること、またこの種の知的財産を登録することは必

要不可欠であり、INPI はより短い期間で登録が完了できるよう努力を行っていると

説明した。Sebrae アルマンド・クレメンテ商品・サービス部長は、零細企業は

Sebraetec プログラムに支えられながら INPI へ登録依頼が可能であると強調した。

また INPI アカデミーの教授であり技術者のパトリシア・ペラルタ氏は、意匠登録と

その他の知的財産の境界線について講演。意匠が造形に基づくものであるのに対

し、実用新案はある対象物の技術的機能に適用されるものであると説明した。ま

た、3 次元商標は意匠と同様に類似する製品と区別することを可能とするものであ

るが、技術的効果を創出してはならないことと解説された。本セミナーは、9 月 28

日から 10 月 1 日の間に開催されるリオ・デザイン・ウィーク 2017 の間に行われる

もの。ブラジル知財協会(ABPI)意匠研究部サウロ・カラザンス弁護士によれば、INPI

が作成中の「工業デザイン・マニュアル」には登録基準が明確にされている。  

 

日付 2017 年 9 月 28 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-escritorio-sueco-de-patentes-e-registro-discutem-
cooperacao 

タイトル INPI、スゥエーデン特許登録庁と協力関係について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 28 日、スゥエーデン特許登録庁（PRV）の代表

者の訪問を受け、特許バックログやブラジル側研究者の訓練に焦点を当てた協力の

可能性について協議を行なった。PRV 側からは、ヘルマン・ファレン特許部部長が

参加した。 

 

日付 2017 年 9 月 28 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-realiza-reuniao-com-a-progenericos 

タイトル INPI、ブラジルジェネリック医薬品工業協会と会合 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官及び特許・コンピューター

プログラム・回路利用権部のリアネ・ラージェ ディレクター代行は、9 月 28 日、

ブラジルジェネリック医薬品工業協会（PróGenéricos）のテウマ・サレス会長から

なる代表者らとの訪問を受け、会合に参加した。 

 

日付 2017 年 9 月 28 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://istoe.com.br/manual-do-inpi-vai-facilitar-registro-de-desenho-industrial-por-
microempresas/ 

タイトル INPI のマニュアルが、零細企業による意匠登録を容易に 
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ブラジル知的財産ニュース（月報）はブラジルの知的財産に関する最新状況を日本の皆様にお伝え

するため無料でお配りしています。なお、新聞社等の著作権に触れるおそれがありますので、公的

機関以外の記事等の要約は掲載しておりません。予めご了承ください。  

ご意見・ご質問・ご感想がございましたら、下記までご連絡下さい。  

(独)日本貿易振興機構 JETRO サンパウロ事務所 知的財産権部  

Alameda Santos, 771 Primeiro Andar, Jardim Paulista, CEP 01419-001, São Paulo -SP, BRASIL  

TEL: +55-11-3141-0788, FAX: +55-11-3253-3351  

E-MAIL: SAO_ipr@jetro.go.jp  

発行人：JETRO サンパウロ事務所 知的財産権部（特許庁委託事業）  

免責事項：要約結果は出典原文の意図から相違が生じ得ます。JETRO はご提供する情報をできる限

り正確にするよう努力しておりますが、正確性の確認・採否は皆様の責任と判断で行ってください。

本文を通じて皆様に提供した情報により不利益を被る事態が生じたとしても、JETRO はその責任を

負いません。 

 


