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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.10（2019年 2月分） 

2019年 3月 13 日発行 

日付 2019 年 2 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 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/noticias/de-un-pueblito-bonaerense-harvard-la-historia-de-la-
odontologa-barbara-obermaier 

タイトル ブエノスアイレス州の小さな町からハーバードへ：歯科医バーバラ・オベルマイエ

ル氏の物語 

要約 バーバラ・オベルマイエル氏（36 歳）は、ブエノスアイレス州にある人口 7 千人

のヴェロニカという町で生まれた。同氏は、スイスの International Team for 

Implantology（ITI）という団体から奨学金を得て米国のハーバード大学に進学し

た。ITI は、インプラント分野の知識の普及を推進する世界的なインプラント専門

家から構成される協会である。 ITI の奨学金を給付する候補者を選抜する責任者

は、やはりアルゼンチン人のジェルマン・ガジュッシ氏であった。同氏は、それま

での奨学金の給付が学術分野で大きな成功を収めてきた人々に向けて行われていた

ことから、アルゼンチンや南米において、学術ではなく診療技術で潜在的な才能の

ある人に給付の可能性を広げることを模索していた。バーバラ氏はまさに、学術よ

りも診療経験が豊富なため適任者であった。進学の条件であった高い水準の英語を

2 年間にわたり強化しクリア。2018 年 7 月には米国に渡り、ボストン市内のアパー

トで日本人とドイツ人のインプラントの専門家らと住んでいる。同氏は現在、ある

研究プロジェクトに参加しており、完了した暁には米国の専門誌に掲載される可能

性もあるという。 

 

日付 2019 年 2 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 America Retail ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.america-retail.com/argentina/argentina-la-razon-por-la-que-amazon-no-
puede-lanzar-alexa-en-chile-pasaria-lo-mismo-en-argentina/ 

タイトル チリで Amazon が Alexa を発売できない理由：アルゼンチンでも同様の事が起こる

のか？ 
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日付 2019 年 2 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 El Diario Nuevo Dia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.tiemposur.com.ar/nota/165889-maquitos-inspirado-en-la-fauna-patagonica- 

タイトル パタゴニアの自然にインスピレーションを受けたブランド：Maquitos 

 

日付 2019 年 2 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 Diario Nuevo Dia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/cultura/2019/2/12/convocan-escritores-
santacrucenos-participar-de-la-45-fil-en-buenos-aires-78362.html 

タイトル サンタクルス県の作家らがブエノスアイレス市で開催される第 45 回 FIL に招待され

る 

 

日付 2019 年 2 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 El Mercurio Digital ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elmercuriodigital.net/2019/02/argentina-semillas-criollas-en-riesgo.html 

タイトル アルゼンチン固有の種子が私有化の脅威下に 

 

日付 2019 年 2 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 Diario Contexto ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diariocontexto.com.ar/2019/02/26/nuevo-avance-contra-la-propiedad-
intelectual-protegiendo-hoteles/ 

タイトル 知的財産権を侵害するための新たな試み：ホテル業界の保護 

 

日付 2019 年 2 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 La Nacion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/2223560-una-piratas-era-links 

タイトル リンクの時代の海賊版 

 

日付 2019 年 2 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 Super Campo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://supercampo.perfil.com/2019/02/membrillos-de-identidad-sanjuanina/ 

タイトル サンフアンのマルメロの木々 
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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。 

 


