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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.30（2019年 4月分） 

2019年 5月 7日発行 

日付 2019 年 4 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-inicia-segunda-fase-do-pph-com-o-japao 

タイトル INPI、日本との PPH 事業の第 2 フェーズを開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と日本国特許庁（JPO）間で行われる PPH 共同審査パ

イロット事業の第 2 フェーズが、4 月 1 日より開始した。パイロット事業の延長は

2019 年付 INPI 決議第 235 号の規定に基づくもの。この新フェーズは 2021 年 3 月

31 日までの 2 年間実施され、INPI による審査件数上限を 200 件までとする。前フェ

ーズと異なるのは、INPI 側の審査技術分野が拡大された点で、エネルギー・機械・

視聴覚技術・通信・デジタルコミュニケーション・電算機・半導体・ポリマー・金

属素材・農業化学・微生物・酵素といった分野が対象となった。一方、日本側はパ

イロット事業での出願はいかなる分野でも受け付ける。日本との PPH パイロット事

業は 2017 年付 INPI 決議第 184 号で規定されたものであり、この制度を通じ、ブラ

ジルの出願者が INPI への出願審査結果を用いて日本で早期審査を受けることが可能

となった。また逆に日本での審査結果を INPI の早期審査に用いることができる。こ

の制度は連邦納付票（GRU）を発行し支払いを行なった後、INPI 電子システム上の

専用フォーマットに記入することで利用できる。 

 

日付 2019 年 4 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 連邦上院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/02/plenario-aprova-projeto-que-
facilita-o-reconhecimento-de-marcas-de-2018alto-renome2019 

タイトル 上院本会議で、著名商標の承認を簡素化する法案が可決 

要約 連邦上院議会の本会議にて 4 月 2 日、著名商標の特別な保護に関する規則を新たに

定めた 2015 年付下院法案第 86 号が可決された。この法案は、商標の所有者が著名

商標としての認識をいつでもブラジル産業財産庁（INPI）に要請することができる

よう定めるもの。下院から提出された法案の条文に上院で修正が加えられたため、

法案は下院議会で改めて審議される。著名商標とは、活動している業態のみならず

全ての業態で商標を保護するための区分で、INPI は 41 の商標を著名商標としてこ

れまでに認めている。この法案は、従来は INPI の内規でしか規定されなかった著名

商標の規則について、産業財産法（1996 年付法令第 9,279 号）の補則として定める
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もの。商標保有者がいつでも著名商標としての認識を要請できるようになるだけで

なく、そのように認められた場合にはその商標が特別な保護の対象となることを示

した証明書を発行することも規定されている。一方で、著名商標と区別するのに十

分な根拠が足るものかの審査を INPI に対して要請することによる第三者からの異議

申し立ても可能となる。 

 

日付 2019 年 4 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/cultura/musica/mercado-fonografico-brasileiro-cresceu-acima-
da-media-mundial-em-2018-entenda-os-motivos-23568320 

タイトル 2018 年にブラジルのオーディオ産業が世界平均よりも成長した理由 

 

日付 2019 年 4 月 3 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://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/04/03/bolsonaro-
netanyahu-acordos-bilaterais-brasil-israel.htm 

タイトル イスラエルでボルソナーロ大統領が署名した協定で、ブラジルは何を得るのか？ 

 

日付 2019 年 4 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/camara-dos-deputados-aprova-adesao-brasileira-ao-
protocolo-de-madri 

タイトル 連邦下院議会、ブラジルのマドリッド協定への批准を可決 

要約 連邦下院議会は 4 月 4 日、商標の国際登録に関するマドリッド協定への批准に関す

る 2017 年付立法府令案第 860 号を可決した。この法案は上院に回付される。この

協定の規定では、商標の審査期間は出願から 18 ヶ月以内に行われなければならな

いとされるが、本年 2 月時点でブラジル産業財産庁（INPI）が審査に要している期

間は約 11 ヶ月であり、この審査期間の要件を遵守するために同庁が取組んでいる

改善策によって、この期間は短縮傾向にある。その取組みには、出願商標の処理に

用いられている IT システムの変更、手順の新設や見直し、細則やマニュアルの策

定、内部組織の再構築、担当部署の職員育成などが含まれる。マドリッド協定は、

1989 年に合意に達し 1996 年に発効。現在では国際貿易取引額の 80%を占める 120

ヶ国での商標出願の簡素化を目的として運用されている。 
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日付 2019 年 4 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/rio/policia-civil-apreende-7-toneladas-de-produtos-piratas-
durante-operacao-no-centro-do-rio-23580243 

タイトル リオ州文民警察、リオデジャネイロ市中心部での捜査で模倣品 7 トンを押収 

 

日付 2019 年 4 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/inscricoes-abertas-para-a-2a-edicao-de-2019-do-curso-
geral-de-pi-a-distancia 

タイトル 2019 年の第 2 回産業財産遠隔総合講習の申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が世界知的所有権機関（WIPO）の協力のもと実施す

る、2019 年度で第 2 回となる産業財産遠隔総合講習（DL-101P BR）の申込受付が開

始された。申込締切は 5 月 3 日。5 月 7 日～7 月 5 日の間に開講し、75 時間のカリ

キュラムからなる。6 月 30 日～7 月 2 日にかけ修了試験が実施される。受講料は無

料。この講習は、ブラジルの法令に即した産業財産に関連したテーマについて総合

的な理解ができるようになるもので、テーマには著作権、特許、商標、地理的表

示、意匠、新種苗の保護、不公正な競争、IT、技術移転契約、国際条約などが含ま

れる。 

 

日付 2019 年 4 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/dia-da-pi-de-2019-celebra-o-esporte 

タイトル スポーツを称える 2019 年の世界知的所有権の日のイベント申込み開始 

要約 4 月 26 日の 2019 年の世界知的所有権の日では、「金メダルに届け：知的財産とス

ポーツ」をテーマに全世界で記念イベントが開催される。この一環で、ブラジル産

業財産庁（INPI）は、世界知的所有権機関（WIPO）ブラジル事務所及び国連開発プ

ログラム（PNUD）と共同で、「討論会：知的財産とスポーツ」を WIPO のリオデジ

ャネイロ事務所で開催する。現在、参加申込を受け付けている。この討論会はスポ

ーツ開発のための知的財産戦略、社会開発ツールとしてのスポーツの 2 つのラウン

ドテーブルからなるもの。2014 年及び 2018 年に開催されたサッカーW 杯に関する

ケーススタディーも紹介される。今年の世界知的所有権の日は、イノベーション・

創造性・知的財産権がどのようにスポーツを保護・支援し、活性化させるかを全世

界で探ることを目的として行われる。スポーツは世界的規模の一大産業となってお

り、近代的なスタジアムや高い技術を用いた放送網の構築への投資を呼び込み、数

百万人の雇用を創出するほか、世界中の人々を魅了している。そのスポーツに価値

を与え、スポーツ産業の活性化を商業面から支えるのは知的財産であり、各団体に

よる世界的なイベントの開催からスポーツ活動に至るまでの資金獲得手段として活

用されている。 
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日付 2019 年 4 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-nao-tera-expediente-no-dia-09-04-no-rio-de-janeiro 

タイトル INPI リオデジャネイロ本部、4 月 9 日に臨時休業 

要約 大雨の影響による被害とリオデジャネイロ市役所による勧告を鑑み、ブラジル産業

財産庁（INPI）は特別な必要性がある場合を除き、4 月 9 日はリオデジャネイロ本

部での業務を停止する。 

 

日付 2019 年 4 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/sociedade/em-nova-batalha-de-patentes-remedio-para-
tratamento-da-hepatite-pode-ser-barateado-23584500 

タイトル 特許をめぐる新たな係争で、C 型肝炎治療薬がより安価となる可能性 

 

日付 2019 年 4 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 サンパウロ州政府 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/fatec-sebrae-promove-semana-de-inovacao/ 

タイトル Fatec Sebrae、イノベーション週間イベントを開催 

要約 4 月 15 日より、サンパウロ州技術専門学校（Fatec）内の小・ミクロ企業支援サー

ビス（Sebrae）がイノベーション週間のイベントを開催する。主催者によると、こ

のイベントは学生の教育を補完するだけでなく、継続的な教員の育成にも資するも

のとして大きな意義のあるものだと説明する。4 日間のプログラムで、マーケティ

ング、ビジネス管理、イノベーションに関連した活動が行われる予定で、4 月 17

日 19:30 からは弁護士グループによる産業財産に関する討議も行われる。 

 

日付 2019 年 4 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 O Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/registro-de-marca-de-alto-renome-
no-brasil/ 

タイトル ブラジルにおける著名商標の登録について 
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日付 2019 年 4 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 Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/importancia-da-adesao-do-brasil-ao-
protocolo-de-madri/ 

タイトル マドリッド協定にブラジルが批准することの重要性 

 

日付 2019 年 4 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/novo-radar-tecnologico-mapeia-patentes-de-material-
biologico 

タイトル 技術レーダーの最新号でバイオテクノロジー・バイオ素材特許をマッピング 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、「特許及びブダペスト条約を目的としたバイオ素

材出願とバイオテクノロジー」と題した技術レーダー第 19 号を刊行した。この研

究成果は、2010～2016 年の国内出願特許の概況をまとめたもので、ブダペスト条

約に基づき認められた国際預託当局（IDA）に預託されたバイオ素材の出願に関す

る事後分析も実施されている。この内容は、ブラジルが同条約に批准した際にブラ

ジル国内に開設される IDA の信任に必要な要件の検討の一助となるものとなってい

る。 

 

日付 2019 年 4 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 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-acoes-estrategicas-na-camara-dos-deputados 

タイトル INPI、連邦下院議会にて産業財産分野の戦略活動に関し協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 4 月 16 日、連邦下院議会で国会議員や民間団体、企

業代表者らが参加して行われた会合に参加した。ブラジルの知識や商標を保護する

枠組みをより現代に即したものとするための法案の審議や最新状況について話し合

いが持たれたもの。全国工業連盟（CNI）と商業・サービス・事業家精神議員戦線

による開催を後援した。国内の生産部門の長年の夢であり、今後上院議会で審議さ

れる予定のマドリッド協定への批准が主なテーマとなったのに加え、産業界からは

INPI 運営の独立性を認める 2015 年付法案第 3,406 号の承認を求める声も上がっ

た。この法案では、INPI の運営経費を連邦政府の裁量的予算として計上することを

禁じ、同庁が提供したサービスで得られた収入を自庁の活動に使用できるようにす

ることが定められている。CNI によると、特許審査の迅速化を進めるには INPI が独

自の予算計画を策定できるようにすることが不可欠であると主張している。さら

に、模倣品犯罪に対する刑罰を重くする 1999 年付法案第 333 号も戦略的法案とし

て取り上げられている。現行法令下では、模倣品を扱う行為に対しては基礎的食料

セット（Cestas básicas）の支払い負担など軽い処罰が適用されているが、この法案

では、模倣品を販売する露天や小規模店舗を除き、その製造・流通・輸入に関わる

者の刑事責任を問うことができるようになるものとなっている。 
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日付 2019 年 4 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 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/dia-mundial-da-pi-evento-na-ufrj-discute-a-inovacao-nos-
esportes 

タイトル 世界知的所有権の日：リオデジャネイロ連邦大学にてスポーツにおけるイノベーシ

ョンを協議するイベントを開催 

要約 4 月 26 日の世界知的所有権の日を記念するイベントが 4 月 18 日、スポーツ界にお

けるイノベーションをテーマにリオデジャネイロ連邦大学（UFRJ）で開催された。

開催にあたっては、ブラジル産業財産庁（INPI）、世界知的所有権機関（WIPO）、

ブラジル産業財産協会（ABPI）、Licensing Executive Society（LES-Brasil）が後援し

た。同大学のテクノロジーパークに 50 名の参加者を集めた開会式では、ジョゼ・

カルロス・ピント テクノロジーパーク長が施設を紹介。同パークに進出した様々な

規模の国内外企業 68 社から、2010 年以来 180 件の知的財産の出願が行われている

と説明した。さらに「スポーツ開発のインセンティブとしての産業財産の役割」と

題したパネルでは、同パーク内の 2 企業のケースについてディスカッションが行わ

れた。スタートアップの Eagle Sports Analystics 社は、統計や人工知能技術を用いた

柔道選手の練習を支援するツールを開発。また Holos Brasil 社は、競技用ボートの

製造に用いられるコンパウンド素材に利用されている技術の研究開発を行ってい

る。 

 

日付 2019 年 4 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 Diário da Jaraguá ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diariodajaragua.com.br/economia/autonomia-do-inpi-pode-reduzir-tempo-
de-concessao-de-patentes-no/446740/ 

タイトル INPI の独立性はブラジルにおける特許承認期間の短縮につながる 

 

日付 2019 年 4 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 サイト Auto Esporte ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/carros/motos/noticia/2019/04/19/nova-honda-cb-500f-tem-
patente-registrada-no-brasil-e-deve-chegar-ainda-em-2019.ghtml 

タイトル ブラジルでホンダ CB 500F の新モデルの意匠が登録され、2019 年にも販売開始の見

込み 

 

日付 2019 年 4 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 サイト O Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/proposta-para-harmonizacao-da-
protecao-do-desenho-industrial/ 

タイトル 意匠保護の統一に関する提案 
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日付 2019 年 4 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 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-abr-22/opiniao-tributacao-software-computacao-nuvem 

タイトル クラウドコンピューティングにおけるソフトウェアに対する課税の不確実性 

 

日付 2019 年 4 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 サイト Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/covas-quer-turbinar-rapa-para-
expulsar-camelos-do-centro-e-estadios.shtml 

タイトル ブルーノ・コーヴァス市長、サンパウロ市中心部とスタジアム周辺の露天商の一掃

活動のための「押収部隊」を増強 

 

日付 2019 年 4 月 23 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/sao-paulo/noticia/2019/04/23/receita-apreende-10-mil-relogios-
falsificados-em-operacao-contra-pirataria-no-bras-centro-de-sp.ghtml 

タイトル 国税庁、サンパウロ市中心部ブラース地区にて模倣品撲滅捜査を実施し、腕時計の

模倣品 3 万点を押収 

 

日付 2019 年 4 月 24 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 連邦上院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/24/debatedores-cobram-
politicas-publicas-em-favor-do-empreendedorismo 

タイトル 討議参加者らが事業家精神を支持する公共政策を求める 

要約 連邦上院議会の未来委員会で 4 月 24 日に開催された公聴会では、イノベーション

と事業家精神の妨げとなる要因がブラジルに引き続き残されていることが、討議参

加者らの批判の的となった。国際イノベーション指数における同国の低順位への懸

念が示されただけでなく、生産性を向上するための公共政策の策定を求める声が上

がった。ブラジル産業財産庁（INPI）のジュリオ・セーザル総務部長は、同庁の生

産性を向上するために近年とられた数々の施策を紹介。過去には特許の承認に 10

年の年月を要していたが、徐々に短くなっていると説明した。しかし約 20 万件も

の特許が依然審査待ちとなっていることを強調し、バックログの削減のためだけで

なく、当座の需要に対処するにも審査官が不足していると述べた。さらに、この問

題はブラジルの産業財産が数十年間に渡り停滞したことが原因にあると指摘。特許

や商標の登録に関わる手続きの煩雑さに問題があるとしつつ、さらに同庁の財政面

でも、増加し続けている収入と裁量的予算として位置付けられている同庁の予算の
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間に乖離がある点を問題として提起した。 

 

日付 2019 年 4 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 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-assume-presidencia-do-ip-brics 

タイトル INPI、IP BRICS の代表に就任 

要約 第 11 回 BRICS 諸国産業財産庁代表者会合が南アフリカのケープタウンで 4 月 14～

16 日に開催され、IP BRICS の代表にブラジル産業財産庁（INPI）が就任した。INPI

は 1 年間にわたり、関係国間の活動のコーディネイトを担当するだけでなく、2020

年にリオデジャネイロで開催される次回会合のホストとなる。今回の会合では、中

小企業における産業財産権の利用促進、産業財産データベースに関する交流、特許

の審査手順・手続き、産業財産の普及について協議された。INPI は、特許分野での

新事業として、マーカッシュ形式を含む特許出願の技術審査と、特許出願件数に関

するデータを用いた業務量管理について紹介を行った。これらの事業は、2019 年

の年間を通じて実施される予定。 

 

日付 2019 年 4 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/encerradas-inscricoes-para-a-2a-edicao-de-2019-do-
curso-geral-de-pi-a-distancia 

タイトル 2019 年の第 2 回産業財産遠隔総合講習の申込受付を終了 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が世界知的所有権機関（WIPO）の協力のもと実施す

る、2019 年度の第 2 回産業財産遠隔総合講習（DL-101P BR）は、2,500 名の募集定

員に達したことから申込受付を終了した。この講習は 5 月 7 日～7 月 5 日の間に開

講し、75 時間のカリキュラムからなる。受講料は無料。この講習は、ブラジルの

法令に即した産業財産に関連したテーマについて総合的な理解ができるようになる

もので、テーマには著作権、特許、商標、地理的表示、意匠、新種苗の保護、不公

正な競争、IT、技術移転契約、国際条約などが含まれる。 

 

日付 2019 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-abr-26/vanessa-gaeta-propriedade-intelectual-industria-
esporte 

タイトル スポーツ産業を支える産業財産権 
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日付 2019 年 4 月 27 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-abr-27/invencao-trabalhador-sujeita-prescricao-lei-
patentes 

タイトル サンタカタリーナ州労働裁判所、労働者の発明は特許法の規定に従うと判断 

 

日付 2019 年 4 月 29 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 Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,juristas-dizem-que-filmagem-de-
professores-viola-direitos,70002809166 

タイトル 法学者ら、教員の動画撮影は権利を侵害すると主張 

 

日付 2019 年 4 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 Veja ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://veja.abril.com.br/economia/uber-lanca-maratona-de-programacao-em-busca-de-
solucoes-para-mobilidade/ 

タイトル Uber、モビリティ分野の課題解決を目指しプログラミング・マラソンを開催 

 

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。 

 


