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１．データベースへのアクセス  

 

ブラジル商標を収録したデータベース（ＤＢ）としては、無料のものとしてはブ

ラジル国家産業財産権庁が運営するデータベース、有料（商用）のものもほとん

ど種類はない。このミニガイドでは原則無料、かつ過去数年間にわたり安定運用

されているＤＢを列挙する。  

 

◆ブラジル国家産業財産権庁が運用する DB 

 

1.1. Consulta à Base de Dados do INPI 

1.1.1. 運営母体 ブラジル国家産業財産権庁 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial(ＩＮＰＩ) 

1.1.2. ＵＲＬ http://formulario.inpi.gov.br/ (ポルトガル語画面のみ) 

1.1.3. 特徴 ブラジル国家産業財産権庁が運営する公的な商標検索データベース

であり、現在ポルトガル語版のみしかインターフェースが準備されて

いない。簡易検索・Advanced 検索があり、番号・日付・キーワード

（タイトル・要約）や出願人・発明者などで検索が可能である。 

 

1.2. Revista da Propriedade Industrial 

1.2.1. 運営母体 ブラジル国家産業財産権庁 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial(ＩＮＰＩ) 

1.2.2. ＵＲＬ http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ (ポルトガル語画面のみ) 

1.2.3. 特徴 ブラジル国家産業財産権庁が運営する特許・商標電子ジャーナルウ

ェブサイト。2005 年 6 月以降の電子ジャーナルを蓄積。ジャーナル

番号とジャーナル発行日のみで検索可能。データはテキストデータ

とＰＤＦデータが提供されている。  

 

 

２．商標の検索方法  

 

2.1. トップ画面から検索画面まで 

 

ブラジル国家産業財産権庁のウェブサイトは現在のところポルトガル語版のみで

あり英語版はない。そのため、下記にブラジル国家産業財産権庁のトップページ
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から検索サイトまでたどる手順について説明する。  

ま ず 、 ブ ラ ジ ル 国 家 産 業 財 産 権 庁 の ト ッ プ ペ ー ジ へ 行 く （ URL ：

http://www.inpi.gov.br/portal/）。左側のメニューから “Marca（Mark：マーク、商

標） ”の上にマウスを置き、右側に表示されるメニューから “Busca（Search：検

索） ”をクリックする。  

 

 

 

下記のようなウェブサイトが表示されたら、ページ中段に表示されている

“ferramenta de busca online （online search tool） ”をクリックする。  
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すると下記のような認証画面に遷移する。表示されている文字列をブランクに記

入してボタンをクリックすると、検索画面に入ることができる。  

 

 
 

ページ上段にあるメニュー  

»Consultar por: Base Marcas | No. Processo | Marca | Titular | Cód. Figura 

| Finalizar Sessão 

 

の意味および各検索メニューで検索可能な項目は下記のとおりである。  

 

 

メニュー（ポルトガル

語）  

メニュー（英語）  検索可能項目  

No. Processo Case No. 番号検索  

Marca Mark 商標、ニース分類  

Titular Holder CPNJ（全国法人登録番号）、CPF

（納税者番号）、No. PTO（特許

庁番号）、権利者名  

Cód. Figura Figure Code ウィーン図形分類、ニース分類  

Finalizar Sessão Log out －  
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2.2. 検索例① 番号検索 

 

ブラジル商標番号からの検索は No. Processo（Case No.）メニューからとなる。 

 

 

ブランクに商標番号を入力し、pesquisar（ research）ボタンを押すと、下記のよ

うなリスト形式で結果が表示される。  

 

 

リスト項目としては下記のような項目が掲載されており、Marca（商標）および

Situação（法的状況）の記号はそれぞれ下記を示している。  

Número 商標番号  

Prioridade 優先日  

Marca 商標  

 文字商標  

 図形商標  

 結合商標  

 立体商標  

Situação 法的状況  

 行政決定待ち（Waiting administrative decision）  

 登録（Registration）  

 消滅（Terminated）  

Titular 所有者 /権利者  

Classe 分類  
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商標番号をクリックすると、下記のように各商標の詳細を確認できる。  

 

 

以下に詳細ページの見方を示す。  

Nº do Processo: 

CGC/CPF/Nº do INPI: 

Titular: 

Marca: 

Nome do Procurador: 

Nº da Prioridade:  

Data de Prioridade: 

País da Prioridade: 

商標番号  

全国法人登録番号 /納税者番号 /特許庁番

号  

権利者名  

商標  

代理人  

優先権番号  

優先日  

優先国  

     

Data do Depósito:

Situação: 

Apresentação: 

Classe 

Prod./Serv.: 

Especificação: 

出願日  

権利状況  

商標の種類  

分類  

注釈  

 Vigência: 

Concessão: 

Caducidade: 

Natureza: 

有効性  

登録日  

権利消滅日  

性質  

     

          公開  

     ジャーナル番号  

PUBLICAÇÕES 

Nº RPI 
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          ジャーナル発行日  

          指示  

          状況  

                      指示に関する補足  

 

 

2.3. 検索例② キーワード検索 

 

商標キーワード検索を行うためには Marca（Mark）メニューを用いる。Marca に

キーワードを入力して pesquisar（ research）ボタンを押すと、結果がリスト表

示される。  

 

 

 

なお検索画面右側にある下記 2 つのチェックボックスは、それぞれ  

 

Pesquisa Exata 完全一致検索  

Pesquisa Radical 語根検索  

 

で Pesquisa Radical の方が広めに検索される（以下は PRIUS で検索した例）。  

 

Pesquisa Exata（完全一致検索）  Pesquisa Radical（語根検索）  

ヒット件数 8 件  

PRIUS 

ヒット件数 12 件  

CAPRIUS、PRIUS、CAPRI USINAGEM 

E CALDEIRARIA 

 

以下に Marca＝ “PRIUS”で、Pesquisa Radical で検索した場合のヒットリストを

示す。検索したキーワード “PRIUS”で黄色くハイライトされている。  

 

Data RPI 

Despacho 

Situação 

Complemento do Despacho 
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各商標番号をクリックすると、「2.2.検索例① 番号検索」で紹介したような各商

標の詳細ページが確認できる。なお Marca（Mark）メニューではキーワードとニ

ース国際分類を組み合わせて検索を行うことができるが、ニース国際分類単独で

の検索はできない。  

 

 

2.4. 検索例③ 図形分類検索 

 

図形分類検索ではウィーン分類（標章の図形分類）およびニース国際分類（商品

及びサービスの国際分類）を併用して検索することができる。ウィーン分類のみ

で検索することはできるが、ニース国際分類のみでの検索はできない。  

 

図形分類検索を行うためには Cód. Figura（Figure Code）メニューを用いる。  
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上段 “Classificação de Viena - CFE”がウィーン分類であり、中段 “Classificação de 

Nice - NCL”がニース国際分類である。下段はヒットリストの表示件数であり、最

大 100 件まで増やすことができる。  

 

※ウィーン分類およびニース分類は日本特許電子図書館より調べることができる  

ウィーン分類  http://www3.ipdl.inpit.go.jp/TF/html.j/term_v/indexj.html 

ニース分類  http://www1.ipdl.inpit.go.jp/nice/index.html 

 

例としてウィーン分類 18.1.11（線路上の乗物、列車、路面電車）で検索を行う。  

 

 

 

ニース国際分類はブランクとして pesquisar（ research）ボタンを押すと、結果

がリスト表示される。  
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先頭の 810763338 をクリックすると、各商標の詳細ページで検索対象分類である

18.1.11 が掲載されている。  

 

 

 

 

なおウィーン分類で検索しているため、ヒットする商標は （図形商標）または

（結合商標）のいずれかである。  
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2.5. 検索例④ 所有者/権利者検索 

 

商標所有者・権利者の検索は Titular（Holder）メニューから行う。  

 
 

ブラジル商標には保有者・権利者情報以外に、保有者・権利者固有の CGC（全国

法人登録番号）、CPF（納税者番号）、No. INPI（特許庁番号）などが付与されて

いるため、これらの番号を用いての検索も可能である。  

 

例として Nome に “GOOGLE”を入力して検索すると下記のようなリストが表示さ

れる。  
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GOOGLE INC だけでも複数の法人登録番号・納税者番号・特許庁番号が付与され

ているため、これらすべて GOOGLE に関連する名義の法人登録番号・納税者番

号・特許庁番号をクリックして、表示される商標をチェックしていくことで、網

羅的に保有者・権利者検索を行うことができる。  

 

 

３．補足  

 

3.1. ブラジル商標電子ジャーナル 

 

ブラジル国家産業財産権庁が運用するＤＢの「 1.2. Revista da Propriedade 

Industrial」で紹介したブラジル商標電子ジャーナルは、毎週 1 回ＰＤＦ・テキス

トファイルがオンライン上に提供される。ただしＰＤＦファイルのページ総数は

1,000 を超え、ファイルサイズも数十 MB 近くに達するため、容易にアクセスでき

るファイルではない。商標電子ジャーナルとしては下記のような体裁となってい

る。  
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