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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.69（2022 年 7 月分） 

2022年 8月 2日発行 

日付 2022 年 7 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-estudo-sobre-
patentes-relacionadas-a-inteligencia-artificial-na-aeronautica 

タイトル INPI、航空技術における人工知能関連特許に関する研究結果を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、技術レーダー誌シリーズの最新の研究として、

「ブラジル及びスウェーデンの航空分野における特許出願の分析による人工知能関

連技術のマッピング」と題した研究結果を発表した。この調査は、航空分野の技術

開発における協力を目的としたパートナーシップである航空分野におけるブラジ

ル・スウェーデンハイレベルグループ（GAN）の下で実施されたもの。航空分野の

イノベーション開発に関わる技術や関係者の全体像をよりよく理解するために、両

国における過去 20 年間の特許出願を調査した。

日付 2022 年 7 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-conecta-todos-comeca-
a-funcionar-no-dia-5-de-julho 

タイトル INPI、Conecta Todos サービスを 7 月 5 日より運用開始 

要約 INPI のサービス利用者向けのウェルカムサービスである「INPI Conecta Todos」が、

7 月 5 日より運用開始される。これにより利用者は、ページをワンクリックするだ

けで、INPI のオンブズマンによる最も適切なサービスチャネルの紹介、手続きやシ

ステム上の疑問点の解消、情報入手の難しさに起因する問題の解決、係員による説

明の問題点や信頼の毀損、業務上の態度に関する報告を行なうことが、ビデオ会議

プラットフォームにアクセスすることにより可能となる。このサービスは、INPI 職

員や共同研究者らを含む内外のユーザが利用することができ、毎週火・木曜日の午

前 10～12 時、午後 2～4 時に、デスクトップ及びモバイルデバイス用の INPI のポー

タルからアクセスすることが可能。利用者は、1 回あたり最大 15 分間、対応開始

前に待機する必要がある。

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-estudo-sobre-patentes-relacionadas-a-inteligencia-artificial-na-aeronautica
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-estudo-sobre-patentes-relacionadas-a-inteligencia-artificial-na-aeronautica
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-conecta-todos-comeca-a-funcionar-no-dia-5-de-julho
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-conecta-todos-comeca-a-funcionar-no-dia-5-de-julho
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日付 2022 年 7 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 Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/byte/anatel-apreende-76-mil-aparelhos-sem-homologacao-em-
porto-do-ceara,2695051bbafa76a1f8c515e670445cd2cnlpfofg.html 

タイトル Anatel、セアラ州の港で認証のない 7 万 6 千台のデバイスを押収 

 

日付 2022 年 7 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://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,687 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,687 号の通告セクションでは、却下された申請手数料の払

戻し申請プロセス、世界知的所有権機関（WIPO）の定める生物学的塩基配列リス

トの提示基準が WIPO Standard ST.25 (TXT) から Standard ST.26 (XML) に変更され、

2022 年 6 月 20 日付 INPI PR 省令第 48 号により 2022 年 7 月 1 日から発効している

旨の公示がなされた。 

 

日付 2022 年 7 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/inpi-abre-inscricoes-para-
curso-sobre-pi-em-negocios-de-base-tradicional 

タイトル INPI、「伝統的企業における産業財産」講習の登録受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）産業財産・イノベーション・開発アカデミーが開催す

る講習「伝統的基盤事業における産業財産の活用」の受講登録を開始した。5 月 12

日～7 月 22 日の間に開催されるこの講習は受講無料で、オンライン形式で実施さ

れる。自己学習型であり 12 時間のカリキュラムからなる。この講習では、提示さ

れた課題を完了し、最終試験で必要最低限のスコアを獲得した受講生に修了証を授

与する。 

 

日付 2022 年 7 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/protocolo-de-madri-entra-
em-vigor-no-chile-e-em-cabo-verde 

タイトル マドリッドプロトコル、チリとカーボベルデにて発効 

要約 チリとカーボベルデが、ブラジル、メキシコ、コロンビアといったラテンアメリカ

のマドリッドプロトコル加盟国の一員となることで、7 月 4 日にはチリで、6 日に

はカーボベルデでそれぞれマドリッドプロトコルが発効し、ブラジル企業はこれら

の国でマドリッド条約を利用した商標登録を行なうことができるようになる。 

https://www.terra.com.br/byte/anatel-apreende-76-mil-aparelhos-sem-homologacao-em-porto-do-ceara,2695051bbafa76a1f8c515e670445cd2cnlpfofg.html
https://www.terra.com.br/byte/anatel-apreende-76-mil-aparelhos-sem-homologacao-em-porto-do-ceara,2695051bbafa76a1f8c515e670445cd2cnlpfofg.html
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-inscricoes-para-curso-sobre-pi-em-negocios-de-base-tradicional
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-inscricoes-para-curso-sobre-pi-em-negocios-de-base-tradicional
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/protocolo-de-madri-entra-em-vigor-no-chile-e-em-cabo-verde
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/protocolo-de-madri-entra-em-vigor-no-chile-e-em-cabo-verde
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日付 2022 年 7 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-convida-empresas-para-
pesquisa-sobre-prestacao-de-servico-de-busca-por-anterioridades 

タイトル INPI、先行技術調査サービス提供に関する調査実施企業について調査 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、特許出願の審査を目的とした先行技術調査サービ

スを提供可能な企業の調査を行なっている。参加希望の企業には調査票を送付する

こととしている。過去に同様の活動を行ったことがあり最先端の文書の検索を行う

専門知識を有することや、行政との契約に支障がないこと、技術開発者・出願人・

特許権者ではなく特許権の出願人又は権利者の代理人としての活動を行わないこと

を条件とする。この取組みは、日本の特許庁で採用されているモデルを例とするこ

とで特許の技術審査能力を向上させ、権利付与の業務効率化と高い品質レベルの維

持を実現するための代替管理ツールとして先行技術調査のアウトソーシングのパイ

ロット事業として開始されたもので、INPI の 2021 年のアクションプランでも戦略

的取組みとして掲げられているもの。この事業は、産業財産権開発プログラム

（PDPI）の研究事業として実施され、日本モデルを参考にした検索委託サービス提

供に関する庁内シミュレーションを行い、シミュレーションサービスの実施、フォ

ローアップ、評価、利用の手順に沿って応用・検証を行なった。INPI はこの事業の

一環として、先行技術調査を提供できる企業の存在を確認し、このようなサービス

提供の実現可能性、適時性、妥当性を評価したいと考えている。 

 

日付 2022 年 7 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/unidade-regional-em-aracaju-
e-reaberta 

タイトル アラカジュ市の地域支部の営業を再開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）セルジッペ州の地域支部が、2022 年 7 月 11 日より営

業を再開した。 

 

日付 2022 年 7 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://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,688 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,688 号の通告セクションへの公示はなし。 

 

日付 2022 年 7 月 14 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-convida-empresas-para-pesquisa-sobre-prestacao-de-servico-de-busca-por-anterioridades
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-convida-empresas-para-pesquisa-sobre-prestacao-de-servico-de-busca-por-anterioridades
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/unidade-regional-em-aracaju-e-reaberta
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/unidade-regional-em-aracaju-e-reaberta
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
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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/2022-jul-14/stj-nao-ve-violacao-exclusividade-valida-registro-
marca-vitamina 

タイトル 司法高等裁判所、ビタミンの商標に独占権の侵害はないと判断し、登録を有効と認

める 

  

日付 2022 年 7 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 Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/byte/e-dificil-convencer-as-pessoas-de-que-pirataria-e-um-
problema,ec1acb993163da84ee0a570ea9edf755623rve04.html 

タイトル 模倣品行為が問題であることを納得させることの難しさ 

 

日付 2022 年 7 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 Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/byte/brasileiros-que-baixam-torrent-destes-11-filmes-recebem-
ameaca-de-multa,4fb9d33c9a058ec000dbb9a12fee0913l00ea8i6.html 

タイトル 11 作品のトレントをダウンロードしたブラジル人らに罰金を請求 

 

日付 2022 年 7 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2022/07/15/operacao-apreende-
16-toneladas-de-produtos-com-suspeita-de-falsificacao-na-via-dutra-em-itatiaia.ghtml 

タイトル リオデジャネイロ州イタチアイア市のドゥトラ高速道路で、模倣品と疑われる製品

16 トンを押収 

 

日付 2022 年 7 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-assina-acordos-de-
cooperacao-durante-assembleia-geral-da-ompi 

タイトル INPI、WIPO 総会で協力協定に調印 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2022 年 7 月にスイスのジュネーブで開催された世

界知的所有権機関（WIPO）総会にて、複数の協力協定を締結した。7 月 18 日に

は、日本国特許庁と協力に関する覚書を締結。両国における産業財産の保護制度の

発展へ向けた情報交換、産業財産分野におけるイノベーションの促進やパートナー

シップの推進における両庁の運営・役割に関するグッドプラクティス・経験の交

https://www.conjur.com.br/2022-jul-14/stj-nao-ve-violacao-exclusividade-valida-registro-marca-vitamina
https://www.conjur.com.br/2022-jul-14/stj-nao-ve-violacao-exclusividade-valida-registro-marca-vitamina
https://www.terra.com.br/byte/e-dificil-convencer-as-pessoas-de-que-pirataria-e-um-problema,ec1acb993163da84ee0a570ea9edf755623rve04.html
https://www.terra.com.br/byte/e-dificil-convencer-as-pessoas-de-que-pirataria-e-um-problema,ec1acb993163da84ee0a570ea9edf755623rve04.html
https://www.terra.com.br/byte/brasileiros-que-baixam-torrent-destes-11-filmes-recebem-ameaca-de-multa,4fb9d33c9a058ec000dbb9a12fee0913l00ea8i6.html
https://www.terra.com.br/byte/brasileiros-que-baixam-torrent-destes-11-filmes-recebem-ameaca-de-multa,4fb9d33c9a058ec000dbb9a12fee0913l00ea8i6.html
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2022/07/15/operacao-apreende-16-toneladas-de-produtos-com-suspeita-de-falsificacao-na-via-dutra-em-itatiaia.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2022/07/15/operacao-apreende-16-toneladas-de-produtos-com-suspeita-de-falsificacao-na-via-dutra-em-itatiaia.ghtml
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-assina-acordos-de-cooperacao-durante-assembleia-geral-da-ompi
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-assina-acordos-de-cooperacao-durante-assembleia-geral-da-ompi
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換、両国の産業財産・ビジネスコミュニティ向けの産業財産研修といった取組みに

おける協働をその活動内容として定めている。また INPI は同日、ジュネーブの世界

貿易機関（WTO）を始めとする経済機関のブラジル代表部（DELBRASOMC）との趣

意書も締結した。これは DELBRASOMC の国際貿易研修プログラムへの INPI の修

士・専門博士アカデミーの学生や教授による参加を目的としたもの。 

 

日付 2022 年 7 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://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,689 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,689 号の通告セクションでは、承認された申請料の払戻し

手続きについて、ならびにブラジル産業財産庁（INPI）の「産業財産・イノベーシ

ョン大学院プログラム」（PPGPI）の修士・博士課程の活動に関する内部規定を規

則化した 2022 年 7 月 13 日付 INPI/PR 省令第 50 号の公示が行なわれた。 

 

日付 2022 年 7 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2022-jul-19/gradiente-apple-pgr-inaugura-tese-favor-
americanos 

タイトル 共和国総検事庁、Gradiente 社と Apple 社の係争にて米国企業に有利な判断を示す 

  

日付 2022 年 7 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2022-jul-25/rafaela-guerrante-ia-escritorios-propriedade-
intelectual 

タイトル 人工知能と産業財産庁への影響 

  

日付 2022 年 7 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/regiao-de-tangua-e-a-100a-
indicacao-geografica-reconhecida-pelo-inpi 

タイトル タングアー地方が、INPI の認定する 100 番目の地理的表示に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、7 月 26 日付の産業財産官報（RPI）にて、Seleta、

Natal Folha Murcha、Natal Comum といった品種のオレンジについて、リオデジャネ

イロ州タングアー地域を対象とした原産地名称としての地理的表示の認定を行なっ

た。この原産地名称は、同州のイタボライ、タングアー、リオ・ボニート、アラル

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://www.conjur.com.br/2022-jul-19/gradiente-apple-pgr-inaugura-tese-favor-americanos
https://www.conjur.com.br/2022-jul-19/gradiente-apple-pgr-inaugura-tese-favor-americanos
https://www.conjur.com.br/2022-jul-25/rafaela-guerrante-ia-escritorios-propriedade-intelectual
https://www.conjur.com.br/2022-jul-25/rafaela-guerrante-ia-escritorios-propriedade-intelectual
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/regiao-de-tangua-e-a-100a-indicacao-geografica-reconhecida-pelo-inpi
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/regiao-de-tangua-e-a-100a-indicacao-geografica-reconhecida-pelo-inpi
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マの各市町村を対象とし、その総面積は約 8,525km2に及ぶ。INPI が認定する地理的

表示は、これで原産地名称が 32 件（国内 23 件、国外 9 件）、原産地表示が 68 件

（全て国内）となり、今回の付与が 100 番目となった。 

 

日付 2022 年 7 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/abertas-inscricoes-para-
curso-sobre-pi-em-negocios-de-base-tecnologica 

タイトル テクノロジーに基づくビジネス向けの産業財産講習の受付開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の産業財産・イノベーション・開発アカデミーは、

「テクノロジーに基づくビジネスにおける産業財産の活用」と題した講習の受講申

込の受付を開始した。8 月 1～31 日の間に開催されるこの講習では、テクノロジー

に基づいたビジネスを営む企業や科学技術研究所（ICT）の専門家を対象としたも

ので、受講は無料。オンライン形式で行なわれる自己学習型の内容となっている。 

 

日付 2022 年 7 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-faz-reconstituicao-e-
restauracao-de-processos-de-marcas 

タイトル INPI、商標登録手続きの再構成・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 号に基づく商標手続

きの再構成・修復を実施する。対象となる申請プロセスについて、行方不明・紛

失・破棄された文書の番号とその内容や申請者の名前を含むリストが 2022 年 7 月

26 日付産業財産官報（RPI）第 2,690 号に掲載されている。それら手続きの個別内

用も、同 RPI の商標のセクションに掲載されている。 

 

日付 2022 年 7 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://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,690 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,690 号の通告セクションでは、ブラジル産業財産庁

（INPI）商標・意匠・地理的表示部により同 RPI の商標セクションに公示された召

喚に基づき、出願者に関心がある場合に、出願者が提供する文書のコピーに基づい

た申請書類の復元・再構成が可能な商標申請プロセスのリストの公示が行なわれ

た。 

 

日付 2022 年 7 月 27 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/abertas-inscricoes-para-curso-sobre-pi-em-negocios-de-base-tecnologica
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/abertas-inscricoes-para-curso-sobre-pi-em-negocios-de-base-tecnologica
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-faz-reconstituicao-e-restauracao-de-processos-de-marcas
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-faz-reconstituicao-e-restauracao-de-processos-de-marcas
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
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その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ポルト・アレグレ市役所 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://prefeitura.poa.br/smdet/noticias/procon-e-sindioptica-firmam-parceria-para-
combater-comercio-irregular 

タイトル PROCON、Sindióptica と不正取引撲滅のためのパートナーシップを締結 

要約 ポルト・アレグレ市役所消費者保護部（Procon）は、州都圏における眼鏡の不正販

売対策として、リオグランジドスル州メガネ産業組合（Sindióptica-RS）とのパート

ナーシップを締結した。7 月 27 日に同市役所で行われた Procon のアレクサンド

ル・アペル部長と Sindióptica-RS のホベルト・テネディーニ組合長の会談では、模

倣品を使用する消費者の健康被害がテーマとなった。アペル部長は「模倣品の抑制

活動は、消費者の福祉と快適性の確保に貢献する Procon にも任されているため、

我々としても協力を行なっていく。我々は、認可された専門家のサービスを受ける

べきであることを呼びかけていく」と述べた。一方のテネディーニ組合長は、適切

な医療補正を受けず、また検眼士にも頼らないことよって不可逆的な損害すら生じ

る可能性があるとして、模倣品を使用することへの危険性が消費者にあると述べ

た。 

 

 

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。 

https://prefeitura.poa.br/smdet/noticias/procon-e-sindioptica-firmam-parceria-para-combater-comercio-irregular
https://prefeitura.poa.br/smdet/noticias/procon-e-sindioptica-firmam-parceria-para-combater-comercio-irregular

