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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.49（2020 年 11 月分） 

2020 年 12 月 11 日発行 

日付 2020 年 11 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-lanca-ferramenta-para-
usuario-solicitar-atendimento-telepresencial 

タイトル INPI、遠隔対応申請のための利用者向けツールを発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ビデオ会議方式による遠隔対応の予約を可能とする電子ツー

ルとして、窓口統合プラットフォームの利用を開始した。利用者は、申請後 7 日以内に対応可

否に関する回答をメールで受け取ることができる。希望日時は考慮されるが、対応部署の人員や

物理リソースに従い、遠隔対応の適切な日時が決定される。ビデオ会議プラットフォームへのリンク

は、対応部署から案内される。対応時間は 1 時間。INPI 職員行動規範及び対応・透明性確

保ポリシーに従って行われる。申請について遠隔対応が必ずしも最適でないと判断された場合

は、要請却下の回答とともに、申請者に対する適切な指示や説明が電子メールにて行われる。 

 

日付 2020 年 11 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 Isto É Dinheiro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.istoedinheiro.com.br/inventores-buscam-ideias-novas-para-contornar-
problemas-cotidianos/ 

タイトル 日々の課題に対処するための新たなアイデアを追求する発明家たち 
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日付 2020 年 11 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/requerimentos-de-tramite-
prioritario-de-patentes-crescem-em-2020 

タイトル 特許の優先審査申請件数が 2020 年に増加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2020 年 10 月までに 983 件の優先審査申請を受付けた。こ

れは 2019 年通年の 955 件を上回るもの。12 月末までに 1,080 件に達すると見込まれている。

他国の産業財産庁により付与が認められた出願特許に関する特許審査ハイウェイ（PPH）事

業により増加したもの。2019 年の 268 件に対し、2020 年 10 月までに 340 件が出願されている

が、その理由として対象となる技術分野の条件が撤廃されたことが挙げられる。また優先審査に

要する平均期間についても、2018 年度に査定された 907 件に 1 件当たり平均 220 日要してい

たものが、2020 年 10 月までに審査された 1,239 件については平均 104 日に短縮されている点

も注目される指標となっている。 

 

日付 2020 年 11 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/11/05/ministerio-da-justica-faz-
operacao-contra-pirataria-digital-em-10-estados.ghtml 

タイトル 司法省、デジタル模倣品対策捜査を 10 州で展開 

 

日付 2020 年 11 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2020/11/05/pirataria-
digital-causa-prejuizo-de-r-9-bilhoes-por-ano-a-tvs-por-assinatura-diz-ancine.ghtml 

タイトル 国家映画庁、デジタル模倣品行為がケーブルテレビに年間 90 億レアルの損害を与える 
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日付 2020 年 11 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/11/05/dois-homens-sao-presos-em-fortaleza-
na-2a-fase-da-operacao-404-contra-pirataria-digital.ghtml 

タイトル デジタル模倣品対策の「404 作戦」第 2 フェーズにて、フォルタレーザ市内の男性 2 名を逮捕 

 

日付 2020 年 11 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/analise-de-curriculo-de-
bolsistas-para-dirpa-resultado-saira-em-10-11 

タイトル 特許部が募集するフェローの書類審査結果を 11 月 10 日に発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、特許部（DIPRA）にて募集していたフェローの選考における書

類審査結果を、11 月 10 日付の産業財産官報（RPI）上にて発表する。通過者にはケースス

タディーの招集のための案内メールを同日中に送付する。 

 

日付 2020 年 11 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-disponibiliza-pagina-
sobre-tratamento-de-dados-pessoais 

タイトル INPI、個人情報の取扱いに関するページを開設 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、個人情報保護総合法（LGPD）への適合と透明性の向上

のため、個人情報の取扱いに関する情報提供ページを開設した。同ページでは、関連法規、目

的、手順、法令順守のためのプラクティスに関する情報を掲載している。 
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日付 2020 年 11 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 Época Negócios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/11/epoca-negocios-com-biden-
brasil-tera-alivio-temporario-na-guerra-pelo-5g.html 

タイトル バイデン氏の当選により、5G 戦争で一時の安息を得るブラジル 

 

日付 2020 年 11 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/2020-nov-09/juiz-afasta-violacao-direito-autoral-acao-marisa 

タイトル 衣料量販店 Marisa に対する著作権侵害訴訟を裁判所が棄却 

 

日付 2020 年 11 月 10 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-seleciona-bolsistas-para-
atuarem-com-a-divisao-de-orcamento-e-custos 

タイトル INPI、出納課で活動するフェロー選抜を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、産業財産開発プログラム（PDPI）における新たなフェロー募

集要項を発表した。今回は、経費分析サービス部（SENAC）出納課（DIORC）における募集

に関するもの。調査アシスタントとしての奨学生 2 名を募集するもので、6 ヶ月間・週 40 時間の

勤務を見込んでいる。PDPI は、外部研究員への奨学金の付与を行ない、研究事業を通じて

INPI のサービスを改善することを目的として行われる。 

 

日付 2020 年 11 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-participa-da-conferencia-
de-ciencia-e-negocios-scibiz 

タイトル INPI、科学とビジネスに関するカンファレンス SciBiz に参加 
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要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、11 月 16～19 日にサンパウロ大学経済・経営・会計・保険学

部（FEA-USP）が開催した第 3 回 SciBiz – Sience Meet Business に参加した。本カンファレンス

は、研究者・事業家・投資家の統合を図ることでイノベーティブな発明の活用を加速・拡大させる

ために行われるもの。イベント初日には、INPI のフェリペ・オリベイラ イノベーション普及総合コーディ

ネイターらが、企業・イノベーションセンター・大学などブラジル居住者の産業財産資産の登録件

数の増加を促すための新たなダイナミズムを生み出すことを目的に実施される INPI Negócios 事

業を紹介する。また 11 月 18 日には、INPI のエドゥアルト・ウィンテル研究員が「職業修士・博士

プログラムにおける潜在的影響と今後の課題」と題したウェビナーに参加する。 

 

日付 2020 年 11 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2020/11/11/receita-federal-chega-a-160-
mil-receptores-de-tv-piratas-destruidos-em-foz-do-iguacu.ghtml 

タイトル 国税庁がフォス・ド・イグアス市で破壊した海賊版テレビ受信器の台数が 16 万台に達する 

 

日付 2020 年 11 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 Estadão ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/inpi-reduz-tempo-para-concessao-
de-patentes/ 

タイトル INPI、特許付与に要する時間を短縮 

 

日付 2020 年 11 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-faz-reconstituicao-e-
restauracao-de-processos-de-marcas-1 

タイトル INPI、商標申請の再構築・復元を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2017 年付 INPI/PR 決議第 194 号に基づき、手続き書類の

一部もしくは全部が消滅・紛失・破壊された商標申請案件の再構築・復元手続きの追加処理

を行なった。対象となった申請案件の一覧は、2020 年 11 月 17 日付産業財産官報（RPI）
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第 2,602 号のセクション I「通告」の項に掲載、またそれぞれの申請に対する公示は同 RPI 内の

商標の章に掲示されている。 

 

日付 2020 年 11 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 パラナ州政府 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109689 

タイトル マリンガ州立大学が 2020 年に 11 件の特許を取得 

要約 マリンガ州立大学（UEM）は、複数層からなる包装材の機械を用いた簡単・迅速・経済的な

リサイクルを実現する革新的な技術を開発した。この研究成果に対し、ブラジル産業財産庁

（INPI）は本年 6 月に UEM 名義で特許を付与。これは 2020 年に同大学に対して付与され

た特許として 11 件目となり、さらに他の特許も年内にも付与されることが見込まれている。UEM

技術イノベーションセンター（NIT）のコーディネイターで研究担当ディレクターのルイス・フェルナン

ド・コチカ教授によると、同大学は創立以来 30 件の特許付与を受けており、このうち 28 件が現

在も有効、2 件がパブリックドメインに属しているという。さらに 4 件の出願がすでに承認されてお

り、INPI による正式な付与を待っている状態という。 

 

日付 2020 年 11 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/11/19/na-pandemia-99-paises-
defendem-fim-de-patente-para-vacina-brasil-e-contra.htm 

タイトル パンデミックを前に 99 ヵ国がワクチン特許の廃止を主張するも、ブラジルは反対 

 

日付 2020 年 11 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/programa-inpi-negocios-
apresenta-seus-primeiros-resultados 

タイトル INPI ビジネス・プログラムの最初の成果を発表 

要約 今年 50 周年を迎えるブラジル産業財産庁（INPI）は、国内のイノベーションシステムのプレイヤ

ーによる産業財産の利用促進を目的とした INPI ビジネス・プログラムを開始し、その活動範囲を
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拡大させた。その成果は早速見られている。ブラジル研究・産業イノベーション公社

（EMBRAPII）との協力協定の下で INPI 研究員らが実施したブラジルの医療分野のイノベーシ

ョンクラスター・マッピングから、2020 年 10 月までに合計 15 件、総額 720 万レアルの契約が締

結された。また別の協力事業では、EMBRAPII 支部のメンタープログラムによってコンピューター・プロ

グラム 34 件、意匠 22 件、特許 16 件、意匠と技術協力契約が 1 件ずつ出願・登録されてい

る。これらの成果は、11 月 16～19 日にサンパウロ大学経済・経営・会計・保険学部（FEA-

USP）が開催した SciBize – Sience Meet Business にて発表された。 

 

日付 2020 年 11 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/observatorio-covid-19-faz-
estudo-sobre-vacinas-de-dna 

タイトル COVID-19 関連技術調査チーム、DNA ワクチンに関する調査を実施 

要約 COVID-19 関連技術調査事業の一環として、ブラジル産業財産庁（INPI）は新型コロナウイル

ス予防ワクチンの関連技術に関する最初の研究成果を発表した。本研究は、SARS-CoV-2 予防

のために現時点までに最も臨床試験が進んでいる DNA ワクチンに関係する知識の概況を提供

するために行われたもの。ワクチン INO-4800、GX-19、ZyCoV-D（nCov Vaccine）、AGO301 を

対象として分析が行われた。 

 

日付 2020 年 11 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/campinas-regiao/noticia/2020/11/23/homem-e-preso-em-
flagrante-em-acao-contra-pirataria-de-filmes-e-series-em-campinas.ghtml 

タイトル カンピーナス市にて、映画・ドラマシリーズ違法配信の捜査で企業家を現行犯逮捕 
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日付 2020 年 11 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-concede-a-ig-campo-das-
vertentes-para-cafe-em-minas-gerais 

タイトル INPI、ミナスジェライス州のコーヒーに地理的表示 Campo das Vertentes を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ミナスジェライス州のコーヒー生豆並びにロースト豆及びその粉

末などの加工コーヒーに対し、原産地表示 Campo das Vertentes を新たに付与した。11 月 24

日付の産業財産官報（RPI）第 2,603 号に掲載されたもの。本地理的表示は、2019 年 11

月 14 日にカンポ・ダス・ヴェルテンテス・コーヒー生産者協会から申請されていた。対象地域はサ

ン・ジョアン・デル・レイ市を含む 17 の自治体。この地域では海抜 500～1,000m でコーヒー栽培

が行われており、東部には 1,500m を越えるマンチケイラ山脈が横たわっている。穏やかな気候で

夏季は冷涼・多雨、冬季は特に高地で慣例となる。これらの条件が、甘みがありバランスの取れ

た、チョコレートやクルミの風味のするこの地域のコーヒーの品質を特徴づけている。今回の付与で、

INPI に登録された地理的表示は計 82 件に及び、23 件が原産地名称（うち 9 件が海外のも

の）、59 件が原産地表示となっている。 

 

日付 2020 年 11 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/abertas-inscricoes-para-
webinario-em-agronegocio-da-cooperacao-inpi-e-dinamarca 

タイトル INPI、デンマークとの協力事業の一環としてアグリビジネス・ウェビナーを実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と在ブラジル・デンマーク大使館の協力協定の一環として、12 月 1

～3 日にアグリビジネス分野におけるイノベーションに関するウェビナーが開催される。使用言語は

英語。イベントに参加する革新的な技術やソリューションとの協業に関心のある企業・研究者らを

対象としたもので、参加者はオンラインの記入フォームを通じて協力・共同事業の提案を行なうこ

とができる。 
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日付 2020 年 11 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2020/11/24/acao-de-combate-a-pirataria-e-
contrabando-no-ap-apreende-quase-r-250-mil-em-oculos.ghtml 

タイトル アマパー州の模倣品・密輸品対策捜査で 25 万レアル相当の眼鏡を押収 

 

日付 2020 年 11 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 サイト Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/11/24/novo-decreto-deve-endurecer-
combate-a-sementes-piratas.ghtml 

タイトル 新政令により、種子の模倣品対策が強化へ 

 

日付 2020 年 11 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 サイト Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/11/24/stj-deixa-danone-e-frimesa-fora-
de-disputa-judicial-sobre-embalagem-de-iogurte-grego.ghtml 

タイトル 高等司法裁判所、Danone 社・Frimesa 社をギリシャヨーグルトの包装に関する司法係争から除

外 

 

日付 2020 年 11 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/ministerio-da-economia-
apresenta-resultados-de-cooperacao-entre-inpi-e-embrapii 

タイトル 経済省、INPI・EMBRAPII 間の協力事業の成果を発表 

要約 経済省生産性・雇用・競争力局（Sepec/ME）及び科学技術イノベーション省（MCTI）は 11

月 26 日、ブラジル産業財産庁（INPI）とブラジル研究産業イノベーション公社（EMBRAPII）

間で実施された技術協力事業の初年度の成果を発表する。この協力事業は、ブラジル国内居

住者による産業財産資産の登録を促進するために実施されている INPI ビジネス・プログラムの枠
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組みの一部を成すもの。イベントでは、EMBRAPII により信任された科学技術機関（ICTs）によ

る産業財産システムの利用拡大の進展状況、ブラジル国内の主要なイノベーション・エコシステム

を対象とした新たな産業財産・ビジネス・イノベーションセンターの新設に加え、産業財産の促進

がいかに企業の国際化を後押しし、国内の投資招致プログラムにおいて革新的ビジネスを強化す

るかについて紹介される。 

 

日付 2020 年 11 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-disponibiliza-painel-
interativo-de-fila-de-processos-de-patente 

タイトル INPI、特許審査待ち状況のインタラクティブ・パネルを提供 

要約 手続き状況を広く社会に公表し透明性を高めるため、ブラジル産業財産庁（INPI）はポータル

サイト内に、査定審査待ち出願特許パネルを開設した。このパネルはオープンかつ操作しやすいフ

ォーマットを有し、特許・コンピュータプログラム・回路利用権部（DIPRA）各課の出願特許の審

査待ち状況を、出願技術別、状況別、優先審査適用の別を含め表示する。 

 

日付 2020 年 11 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/icts-credenciadas-pela-
embrapii-pedem-mais-25-de-registros-no-inpi 

タイトル EMBRAPII が信任する科学技術機関の INPI への出願数が 25%増加 

要約 経済省生産性・雇用・競争力局（Sepec/ME）及び科学技術イノベーション省（MCTI）は 11

月 26 日、ブラジル産業財産庁（INPI）とブラジル研究産業イノベーション公社（EMBRAPII）

間で実施された技術協力事業の初年度の成果を発表した。この協力事業は、企業・イノベーシ

ョンセンター・大学など、ブラジル国内居住者による産業財産資産の登録増を目的として行われ

ているもの。協定への署名から 1 年を経て、EMBRAPII が信任する科学技術機関（ICTs）によ

る INPI への産業財産権の登録件数は 25%増加している。また、ブラジル国内の医療分野のイノ

ベーション・クラスターのマッピングも実施され、合計 15 件、総額 720 万レアルの事業の成約に至

っている。カルロス・ダ・コスタ経済省生産性・雇用・競争力特別局長は、この事業の成功と、ブ

ラジルの産業財産システムが新たなパフォーマンス水準に達するための全ての取組みを強調。これ

らの成果に加えて、ブラジル国内の主要なエコシステムや革新的ビジネスセンターを対象として 12

月に国内 2 か所に開設される産業財産・ビジネス・イノベーションセンターの紹介も行なった。 
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日付 2020 年 11 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/11/27/brasil-perde-para-colombia-uma-vice-
diretoria-na-ompi.ghtml 

タイトル ブラジル、WIPO 事務局長補佐の座をコロンビアの候補に明け渡す 

 

日付 2020 年 11 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-em-brasilia-ficara-
fechado-ate-abril-de-2021-para-atendimento-presencial 

タイトル INPI ブラジリア支部、窓口対応を 2021 年 4 月まで中断 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）連邦直轄区渉外コーディネイト部は、2021 年 4 月 30 日まで窓

口対応を原則として中断する。同部署は、入居中の施設側の問題により現在の場所での活動

が不可能となっており、現在移転手続きを進めている。同部署に関連する対応は、オンライン対

応プラットフォームと電子メールにて行なっている。 
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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。 

 

 

 


