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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.27（2019年 1月分） 

2019年 2月 6日発行 

日付 2019 年 1 月 2 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-aprova-in-para-registro-de-indicacoes-geograficas 

タイトル INPI、地理的表示の登録規則を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 1 月 2 日、地理的表示の登録に関する条件を規定し

た 2018 年 12 月 28 日付細則第 95 号を公表した。同細則は産業財産官報（RPI）第

2,504 号に掲載されたもので、2019 年 3 月 3 日から施行される。この細則は、2018

年 11 月 6 日～12 月 6 日にパブリックコメントを募集した後に公表された。INPI は

その間に 17 件の提案を受け付け、審査指針・手順改善常設委員会で検討を行なっ

た。 

 

日付 2019 年 1 月 2 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-passa-a-fazer-parte-do-ministerio-da-economia 

タイトル INPI、経済省の関連機関に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2019 年 1 月 1 日付大統領令第 9,660 号に基づき、

経済省の関連機関となった。 

 

日付 2019 年 1 月 7 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-para-a-1a-edicao-de-2018-do-curso-geral-de-pi-
a-distancia-abrem-no-dia-7 

タイトル 2019 年度の第 1 回知的財産遠隔総合講座の申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が世界知的所有権機関（WIPO）の協力の下で実施する

2019 年度の第 1 回知的財産遠隔総合講座（DL 101P BR）について、1 月 7 日より申

込受付が開始され、申し込み期限は 2 月 1 日もしくは定員超過まで。。本講習は無

料で、75 時間のカリキュラム。修了時点で、ブラジル法令に即した知的財産に関

連する様々なテーマに関する総合的な理解を得ることができる。取り扱うテーマ
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は、著作権・特許・商標・地理的表示・意匠・新種苗の保護・不公正な競争・技術

情報・国際条約など。 

 

日付 2019 年 1 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 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/manual-de-desenhos-industriais-consolida-
procedimentos-de-exame 

タイトル 意匠マニュアルによる審査手順の確立 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 1 月 8 日、意匠の登録出願の審査に関する方針・手

順を確立した意匠マニュアルの初版を公開した。このマニュアルは出願方法や申請

プロセスのフォローに関する情報をまとめたもので、審査官・出願代理人・一般ユ

ーザ向けの参考資料となる。産業財産官報（RPI）第 2,505 号に掲載された 2019 年

1 月 7 日付の INPI 決議第 239 号で公式化されており、3 月 9 日から有効となる。こ

のマニュアルの策定にあたっては、2017 年 8 月 11 日～9 月 29 日の間にパブリッ

ク・コメントの募集が行われ、寄せられた 208 のコメントは審査方針・手順改善常

設委員会で協議された。 

 

日付 2019 年 1 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 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-cas-anunciam-colaboracao-para-usar-inteligencia-
artificial-no-exame-de-patentes 

タイトル INPI、特許審査における人工知能の利用で CAS との協力を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と科学技術分野のソリューションに特化した米国科学

協会の一部門である（CAS）は、出願特許の審査の迅速化を目的として、人工知能

ツールの利用に関する技術協力を開始した。このツールは、特許審査官に出願特許

の先行技術の状況や、審査において重要となりうる情報、あるいはすでに公開され

た情報等のデータ一式を提供するために様々な技術要素から構成されたもので、こ

れを利用することによる審査の迅速化が期待されている。 

 

日付 2019 年 1 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 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/01/08/secretario-especial-
de-produtividade-quer-destruir-barreiras-a-competitividade.htm 

タイトル 生産性局長、競争性確保への障害要因の除去を求める 
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日付 2019 年 1 月 9 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/claudio-vilar-furtado-sera-o-novo-presidente-do-inpi 

タイトル INPI 新長官にクラウジオ・ヴィラール・フルタード氏 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の新長官にエコノミストのクラウジオ・ヴィラール・

フルタード氏が任命された。1 月 8 日にブラジリアで行われた経済省生産性・雇

用・競争力局（Sepec）のカルロス・ダ・コスタ特別局長により発表されたもの。

フルタード氏は、ジェツーリオ・ヴァルガス財団（FGV）のサンパウロ企業経営学

校（EAESP）で教授を務める。リオデジャネイロ連邦大学（UFRJ）経済学士、FGV

経営学修士、シカゴ大学経済 MBA 及び財政学博士、EAESP-FGV 経営学博士号を保

有。 

 

日付 2019 年 1 月 9 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/mestrado-e-doutorado-do-inpi-veja-o-resultado-da-
primeira-fase-de-selecao 

タイトル INPI、修士・博士課程の選考第 1 フェーズの結果を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、同庁の知的財産・イノベーション分野の職業修

士・博士課程の第 1 フェーズの選考結果を発表した。カリキュラムはそれぞれ 18

ヶ月、42 ヶ月で受講は無料。定員は修士課程 25 人、博士課程 10 人となってい

る。 

 

日付 2019 年 1 月 9 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/dados-consolidados-de-2018-indicam-aumento-de-
producao-e-reducao-do-backlog 

タイトル 2018 年の確定データでは生産性の向上とバックログの削減が鮮明に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2018 年の確定データを用いた 2017 年の成果との

比較において、最終決定分野における生産性の大幅な改善と出願審査のバックログ

の削減を 2018 年に達成した。商標分野では、登録件数が 2017 年の 123,362 件から

2018 年には 191,813 件と 55.5%の大幅な増加。一方のバックログは 2017 年度末の

358,776 件から 191,535 件へと 46.6%減少した。特許では、承認件数が 6,250 から

11,090 件へと 77.4%増加し、バックログは 225,115 件から 208,341 件へと前年比

7.4%減少した。意匠は、登録件数が 6,220 件から 8,725 件と 40.3%増加し、バック

ログは 9,288 件から 3,433 件と 63%減少した。 
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日付 2019 年 1 月 9 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/pedidos-de-topografia-de-circuitos-integrados 

タイトル 回路配置利用権に出願について 

要約 知的財産月報に掲載された情報によると、ブラジル産業財産庁（INPI）は 2018 年に

回路配置利用権の出願を 3 件受付けた。 

 

日付 2019 年 1 月 9 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-recebe-sete-pedidos-de-indicacao-geografica 

タイトル INPI、地理的表示出願を 7 件受付 

要約 2018 年の確定データによると、ブラジル産業財産庁（INPI）は 2018 年に 7 件の地

理的表示の出願を受付けた。INPI はまた、同年に 9 件の地理的表示出願に関して決

定を行ない、このうち 6 件が承認され、3 件が保管処分となった。いずれも、産業

財産月報に掲載された情報から。 

 

日付 2019 年 1 月 9 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/pedidos-de-registro-de-contratos-sobem-3-5 

タイトル 産業財産権契約の登録件数は 3.5%増加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が受付けた産業財産権・技術提供・技術サポートサー

ビス・フランチャイズのライセンスに関連する契約書の件数は、2017 年の 1,166 件

から 2018 年の 1,207 件へと 3.5%増加した。一方で、契約書の登録・拒否・保管処

分・存在しない要請に分類される決定の件数では、2017 年の 1,308 件から 7.9%減

の 1,271 件となった。いずれも、産業財産月報に掲載された情報から。 

 

日付 2019 年 1 月 9 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/pedidos-de-registro-de-software-crescem-48 

タイトル ソフトウェア登録出願件数は 48%伸長 

要約 2018 年の確定データによると、ブラジル産業財産庁（INPI）は 2018 年に 2,511 件

のソフトウェア登録の出願を受付けた。2017 年の 1,692 件と比較して 48.4%の増加

となった。一方で、登録件数では 2017 年の 5,507 件から 5,140 件と 6.7%の減少が

見られた。いずれも、産業財産月報に掲載された情報から。 
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日付 2019 年 1 月 9 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/backlog-de-desenhos-industriais-cai-63 

タイトル 意匠のバックログは 63%減少 

要約 2018 年の確定データによると、ブラジル産業財産庁（INPI）は 2018 年に意匠のバ

ックログを 2017 年の 9,288 件から 3,433 件と 63%減少させた。産業財産月報に掲載

された情報によるもの。同期間には意匠の登録件数が 6,220 件から 8,725 件と

40.3%増加。さらに、出願件数についても 2017 年の 6,000 件から 2018 年には 6,111

件と 1.9%増加した。 

 

日付 2019 年 1 月 9 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/pedidos-e-registros-de-marcas-aumentam-backlog-
diminui-46-6 

タイトル 商標の出願・登録件数はともに増加し、バックログは 46.6%減少 

要約 2018 年の確定データによると、ブラジル産業財産庁（INPI）における商標の出願及

び登録件数は双方で増加を見せ、またバックログは削減した。産業財産月報とバッ

クログストック報告書に掲載された情報によると、商標の登録件数は 2017 年の

123,362 件から 191,813 件へと 55.5%増加。同時期に、バックログ件数は 358,776 件

から 191,535 件へと 46.6%減少した。出願件数では、2017 年の 186,103 件から

204,419 件へと 9.8%増加している。 

 

日付 2019 年 1 月 9 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/concessoes-de-patentes-crescem-77 

タイトル 特許承認件数は 77%増加 

要約 2018 年の確定データによると、ブラジル産業財産庁（INPI）は特許の承認件数で大

幅な増加を見せた。2017 年との比較において、6,250 件の承認から昨年には 11,090

件と 77.4%増加。一方、バックログは 2018 年に 225,115 件から 208,341 件と 7.4%の

減少を見せた。出願件数では、2017 年の 28,667 件から 2018 年には 27,551 件と

3.9%の減少が見られた。いずれも産業財産月報とバックログ報告書に掲載された情

報によるもの 

 

日付 2019 年 1 月 9 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-jan-09/opiniao-2018-foi-desafiador-direito-concorrencia 

タイトル 2018 年はブラジルにおける競争法にとって挑戦的な年であった 
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日付 2019 年 1 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-jan-12/inpi-reconhece-flamengo-marca-alto-renome 

タイトル INPI、Flamengo を著名商標として認識し、いかなる業種におけるその利用を禁止 

 

日付 2019 年 1 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/inpi-divulga-relatorio-2018-com-dados-consolidados-do-
ano 

タイトル INPI、確定版の 2018 年活動報告書を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 1 月 14 日、2018 年度の確定データに基づく年間活

動報告書を公表した。これは昨年 12 月に公表された、11 月までのデータを用いた

速報版を改定するもの。最終版となるこの報告書では、2018 年に最終処分におい

て大幅な生産性の向上が図られたことで、バックログや審査時間の削減が見られた

ことを示している。同報告書は INPI ポータルサイトの統計及び出版物のページで公

開されている。 

 

日付 2019 年 1 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/01/15/acao-da-pf-em-cinco-estados-
investiga-pirataria-de-musicas-filmes-e-series.ghtml 

タイトル 連邦警察、5 州で音楽・映画・TV シリーズの海賊版行為の捜査を実施 

 

日付 2019 年 1 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 サイト Valor  Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.valor.com.br/empresas/6064421/justica-bloqueia-marca-e-bens-da-grife-
brasileira-victor-hugo 

タイトル 裁判所、ブラジルのブランド Victor Hugo の商標及び資産を差押え 

 

日付 2019 年 1 月 16 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-jpo-renovam-pph-entre-brasil-e-japao 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）と日本特許庁（JPO）は日ブラジル PPH を更新する 
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要約 1 月 16 日、ブラジル産業財産庁（INPI）と日本特許庁（JPO）は東京にて日伯間の

特許審査ハイウェイ（PPH）プログラムの更新を正式に承認した。 式典には INPI の

特許・コンピュータプログラム・集積回路配置部のリアネ･ラージェ部長と JPO の

審査第三部（化学、生命科学および材料）の岩崎進部長が参加した。ブラジル日本

間の PPH の第 2 フェーズは、今年 4 月から 2 年間実施され、申請件数 200 件を限定

とし、関連技術分野を拡大する。技術分野にはエネルギー、機械、視聴覚技術、通

信、デジタル通信、コンピューティング、半導体、高分子、冶金及び材料、農芸化

学、微生物及び酵素などが含まれる。分類と規則に関しては INPI の決議によって詳

述される。また、同日に INPI は日本貿易振興機構（JETRO）にて開催されたブラジ

ルの知的財産制度に関するセミナーに参加した。セミナーでは、リアネ･ラージェ

部長によるブラジルの特許制度の概要についての講演ほか、INPI 協働審査グルー

プ・マネージャーのジエゴ・ムスコッフィによるブラジル日本間 PPH の現状および

今後の動向についての講演が行われた。同イベントには、JPO において調査プロジ

ェクトに参加している INPI 特許ゼネラル・コーディネーターのヴァグネル・ラッシ

審査官も参加した。 

 

日付 2019 年 1 月 17 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 Exame ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://exame.abril.com.br/blog/primeiro-lugar/empresas-brasileiras-nao-focam-no-
registro-de-patentes/ 

タイトル ブラジル企業、特許出願への注力は行わず 

 

日付 2019 年 1 月 22 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-peticionamento-eletronico-de-indicacoes-
geograficas 

タイトル INPI、地理的表示の異議申立て電子システムを公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 1 月 22 日、知的財産管理電子システムの一部をなす

地理的表示に関する異議申立て電子システムを規定した 2019 年 1 月 18 日付決議第

233 号を公布した。この決議は、産業財産官報（RPI）第 2507 号にも掲載されてお

り、2019 年 2 月 21 日より発効する。この地理的表示に関する異議申立て電子シス

テムの利用マニュアルは近日中に公表される。 

 

日付 2019 年 1 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 Diário do Comércio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/empresas-deixam-de-registrar-marcas/ 

タイトル 企業は商標の登録を行わず 
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日付 2019 年 1 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/01/26/replica-e-apreendida-
apos-ferrari-denunciar-dentista-por-plagio-em-cachoeira-paulista.ghtml 

タイトル カショエイラ・パウリスタ市にて、フェラーリが盗用で歯科医を告発し模倣品が押

収される 

 

日付 2019 年 1 月 30 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-homenageia-servidores-por-empenho-no-
esvaziamento-do-edificio-a-noite 

タイトル INPI、A Noite ビルからの撤収作業における職員の努力を表彰 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 1 月 30 日、A Noite ビルの什器備品及び書類の処分

と移設に係るプロジェクトに参加した職員らを表彰した。INPI のルイス・ピメンテ

ル長官は、自身によるこれまでの同庁の運営、特にこの A Noite ビルからの撤収と

第 2 管区連邦地方裁判所（TRF2）への同物件の明け渡しプロセスに関して振り返っ

た。マウロ・マイア執行部長は、INPI の旧本部ビルの備品や書類の処分という大規

模で特殊な作業を同庁は過去に経験しておらず、この作業から多くの学びが得られ

たとして本プロジェクトを評価した。この撤収作業にあたっては持続可能性（環境

保護に）を配慮した活動が行われ、樹木にして約 5,769 本分の伐採回避に相当する

192 トンの紙がリサイクルされた。表彰式では、本プロジェクトへの注力を讃えた

2019 年 1 月 28 日付 INPI 省令第 47 号の写しが表彰された職員らに手渡された。 

 

日付 2019 年 1 月 30 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/secretario-especial-carlos-da-costa-participa-de-reuniao-
no-inpi 

タイトル カルロス・ダ・コスタ特別局長が INPI の会合に参加 

要約 経済省の生産性・雇用・競争性局（Sepec）のカルロス・アレシャンドレ・ダ・コ

スタ特別局長が、1 月 30 日、ブラジル産業財産庁（INPI）の短・中期戦略を協議す

る会合に参加した。この会議には、ルイス・ピメンテル長官のほか、同庁の新長官

として任命されているクラウジオ・ヴィラル・フルタード氏も参加した。同局長

は、ルイス・ピメンテル現長官、クラウジオ・フルタード新長官、アンジェラ・フ

ローレス・フルタード国立工業度量衡・品質規格院（INMETRO）新長官とともに

INPI 内で行われた記者会見にも参加した。 
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日付 2019 年 1 月 30 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/2019-01/secretario-diz-que-modelos-do-inpi-
e-inmetro-serao-revistos 

タイトル 局長、INPI と INMETRO の現在のあり方の見直しを表明 

 

日付 2019 年 1 月 30 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-jan-30/registro-inpi-nao-exclusividade-dominio-internet 

タイトル INPI への商標出願自体は、インターネット上のドメイン名の独占権を与えない 

 

 

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。 

 


