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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.5（2018年 9月分） 

2018年 10月 5 日発行 

日付 2018 年 9 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 Contacto Hoy ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://contactohoy.com.mx/agricultores-de-argentina-realizan-semillazo-en-protesta-

contra-nueva-ley/ 

タイトル アルゼンチンの農業生産者らが新種子法に反対するデモを実施 

 

日付 2018 年 9 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 Agência EFE ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.efe.com/efe/cono-sur/portada-cono-sur/la-ue-busca-concienciar-a-america-

latina-sobre-importancia-de-propiedad-intelectual/50000831-3753549 

タイトル EU、ラテンアメリカ諸国に対し知的財産の重要性についての意識の向上を図る 

 

日付 2018 年 9 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 El País ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.pagina12.com.ar/144055-si-mercosur-no-negocia-macri-lo-regala 

タイトル アルゼンチン、EU との自由貿易協定交渉の失敗を受けメルコスルとの関係解消を

模索 

 

日付 2018 年 9 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 Chaco ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.diariochaco.com/noticia/la-unne-participara-del-foro-transfiere-argentina-

2018 

タイトル 国立北東部大学、アルゼンチン技術移転フォーラム 2018 に参加 
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日付 2018 年 9 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 América Economia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/peru-argentina-brasil-

chile-y-mexico-fortalecen-la-libre-competencia 

タイトル アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、チリ、ペルーが自由競争を強化 

 

日付 2018 年 9 月 28 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 アルゼンチン産業財産庁(INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/una-tienda-line-del-inta-vendera-productos-de-

moda-y-decoracion-de-comunidades 

タイトル INTA のオンライン店舗が農村コミュニティーのファッション・装飾品を販売開始 

要約 （LA NACIÓN 紙より）国立農牧畜技術庁（INTA）とアグリビジネスの INTeA 社は、

農村コミュニティーとのコラボによるファッション・装飾品を販売するオンライン

店舗を 8 月 30 日に開設する。この事業は、INTA のデザイン・普及チームと 270 の

農家・原住民家族からなる農村コミュニティーの工芸作家が参加し、製品開発研究

所で 2017 年に開始されたもの。ArgeINTA 財団の資金援助を受けたのに加え、この

分野でのラテンアメリカ最大の展示会である Puro Deseño をコーディネイトするデ

ザインを専門とした経済学者マルセラ・モリナリ氏による外部マネジメントを受け

ている。羊毛を用いた機織り絨毯、伝統的意匠をあしらったポンチョやブランケッ

ト等の洋服、ヤギの皮を用いた幾何学模様の手作りバッグなどが主な製品。 

 

日付 2018 年 9 月 28 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 アルゼンチン産業財産庁(INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/transfiere-argentina-2018-un-foro-especifico-

para-la-innovacion 

タイトル イノベーションに特化したアルゼンチン技術移転フォーラム 2018 

要約 9 月 27・28 の両日、ブエノスアイレス県マル・デル・プラタ市にて、アルゼンチ

ン国際技術移転フォーラム 2018（Transfer Argentina 2018）が開催される。このフォ

ーラムは、スペイン・マラガ市で 7 年間にわたり開催されていたもので、アルゼン

チンでの開催は今回が初めて。研究者、企業家、投資家、政府など研究開発・イノ

ベーションに関わる国内外のエコシステム関係者が集い、開発成果やアイデアに対

する投資を促進するイベントとなる。ブエノスアイレス県及び同県の貿易投資促進

庁（GLOBA）、科学技術・生産性イノベーション省が後援する。 
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日付 2018 年 9 月 28 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 アルゼンチン産業財産庁(INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/el-inpi-100-digital 

タイトル INPI が 100% デジタルに 

要約 政府は全ての行政手続きをオンラインで実施可能とするためのデジタル化の取組み

を開始した。アルゼンチン産業財産庁（INPI）では、Web 手続きプラットフォーム

に登録を行なうと、特許・商標・実用新案・意匠の出願、申請状況のフォロー、確

認要請や異議申立ての有無についての確認、Red Link、銀行送金、PagoMisCuentas、

Rapipago、Pago Fácil など様々な決済手段を用いた支払が可能となる。10 月 1 日か

らは、申請中の手続きに関する全ての通知がプラットフォーム上で確認できるよう

になる。また 11 月 1 日以降は、ポータルサイトが唯一の公式な通告手段となる。

詳細は 2018 年付け行政令第 773 号を参照のこと。 

 

日付 2018 年 9 月 28 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 アルゼンチン産業財産庁(INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/i-concurso-de-la-region-prosur-2018 

タイトル 第 1 回 PROSUR 地域コンクール 2018 を開催 

要約 ラテンアメリカ域内のイノベーターの存在をより際立たせるため、アルゼンチンを

含む 13 か国が参加する PROSUR は、第 1 回発明特許コンクール 2018 を開催する。

この第 1 回大会では、社会経済の発展に必要不可欠な技術を保護するツールである

特許として登録された発明を行なった域内のキーパーソン、特に女性に重きを置い

て表彰することを目的とする。表彰者には世界知的所有権機関（WIPO）から特別

なメダルが贈られるほか、地域開発に対する貢献をしたラテンアメリカの発明家と

しての PROSUR の表彰を受け、国際的にも広報されることとなる。最優秀賞には、

2019 年の WIPO 国際展示会に招待される。 
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アルゼンチン知的財産ニュース（月報）はアルゼンチン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。 

 


