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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.8（2018年 12月分） 

2019年 1月 9日発行 

日付 2018 年 12 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 America Economia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/trump-afirma-que-
tregua-comercial-con-china-es-un-gran-avance 

タイトル トランプ大統領、中国との貿易戦争における休戦は大きな進展と述べる 

 

日付 2018 年 12 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 Agritotal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.agritotal.com/nota/37466-una-empresa-de-semillas-de-hortalizas-
desembarca-para-invertir-en-argentina/#galleryzoomv92403v16 

タイトル 青果種苗会社がアルゼンチンでの投資のために進出 

 

日付 2018 年 12 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 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/aclaracion-circular-032018-anp 

タイトル 国家特許管理部 2018 年付回章第 3 号に関する補足 

要約 国家特許管理部（ANP）の 2018 年付回章第 3 号の A 項に定められた規定「同管理

部は CD もしくは DVD のような電子媒体による申請を以後受け付けない」との記述

について、一部の特許文書においてはスキャンされるページ容量が問題となり、そ

の解決策を導入すべく対応を進めているところである。その間の一時的措置とし

て、磁気記録媒体（USB メモリ、CD または DVD）にて申請受付を認めることとす

る。なお提出時には、アルゼンチン産業財産庁（INPI）の受付窓口にてデータが記

録されたメディアを受領、申請フォームをスキャンし、電子登録システムにメディ

ア上のデジタルファイルを登録後、当該メディアを申請者に返却することとなる。 
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日付 2018 年 12 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 El Santafesino ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.elsantafesino.com/ciencia-tecnologia/2018/12/12/23787 

タイトル INPI、UNL 大学の発明に特許を付与 

 

日付 2018 年 12 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 サイト Assuntos Legales ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/helena-camargo-514721/propiedad-
intelectual-de-los-formatos-de-television-2806318 

タイトル テレビ番組形態の知的財産 

 

日付 2018 年 12 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 Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/opinion/2018/12/22/que-le-falta-a-la-argentina-para-crecer-
derechos-de-propiedad-intelectual-e-inversion/ 

タイトル アルゼンチンの成長に足りないものは何か？知的財産法と投資 

 

日付 2018 年 12 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 Pagina12 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.pagina12.com.ar/163955-absolvieron-a-los-creadores-de-taringa 

タイトル インターネット上のプラットフォーム Taringa の運営者らを釈放 

 

日付 2018 年 12 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 La Nacion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/2205208-por-que-no-crece-la-argentina 

タイトル アルゼンチンはなぜ成長しないのか 

 

日付 2018 年 12 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 サイト Tucuman Noticias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia/argentina/la-deuda-externa-total-aumento-us-
37470-m-en-un-ano-189241.html 

タイトル 対外債務、1 年間で 3,747 万ドル増加 
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日付 2018 年 12 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 La Prensa ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.laprensa.com.ar/472086-Para-volver-al-mundo-no-basta-con-las-relaciones-
personales-.note.aspx 

タイトル 世界の舞台に立ち戻るには、人間関係だけでは不十分 

 

 

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。 

 


