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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.18（2019 年 10 月分） 

2019年 11月 8 日発行 

日付 2019 年 10 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 Perfil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-daniela-martin-inversion-
investigaciones-farmacologicas.phtml 

タイトル 薬理学研究分野への投資 

 

日付 2019 年 10 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 El Cronista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cronista.com/columnistas/Patentes-y-emprendedores-Argentina-debe-
entrar-al-PCT-20191004-0033.html 

タイトル 特許と事業家： PCT に参加すべきアルゼンチン 

 

日付 2019 年 10 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 Sol ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsol.com.ar/san-pablo-la-nueva-indicacion-geografica-que-se-suma-a-
mendoza 

タイトル メンドーサ州の新しい地理的表示、サンパブロ 

 

日付 2019 年 10 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 Info Campo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infocampo.com.ar/una-cooperativa-horticola-vendera-sus-productos-al-
hotel-hilton-sin-intermediarios/ 

タイトル 8 月の食品・飲料の輸出量は 10.4%増加 
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日付 2019 年 10 月 10 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/comunicacion-oficial/noticias/direccion-nacional-de-marcas-
nulidad-y-caducidad 

タイトル 無効審判と除斥期間について－INPI 商標局 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は、係争の際に時間と経済面での浪費を回避でき

るよう、無効審判及び除斥期間に関する行政手続きを規則化し、商標登録の手続き

簡素化計画を一歩前進させた。以前は、すでに発効している異議申立てに関する決

議に沿った手続きが行われていた。2019 年付決議第 279 号の規定によると、5 年以

上存続する商標に対して登録された場合にのみ、行政本部で除斥期間を開始するべ

きであると規定される。行政本部では、決議の附属書 I に規定される条件がいずれ

も確認された場合にのみ行われる。除斥期間の提案が異議申立て手続きに基づいて

行われる場合には、異議申立てにおける行政解決手順に沿って解決されることとな

る。行政本部における無効審判は、登録されている商標に対してのみ実施される。

一方の当事者から要請のあった場合は、主観的権利の侵害が認められた場合にのみ

無効審判が実施され、その際に行政本部における無効審判は商標登録手続きで重大

かつ修正不可能な欠陥が見られた場合にのみ実施される。商標局は、決議の付属書

II に記載されている要件を満たさない除斥期間または無効審判の申請についてはこ

れを拒絶する場合もある。 

 

日付 2019 年 10 月 10 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/comunicacion-oficial/noticias/direccion-nacional-de-marcas-
certificado-de-prioridad-digital 

タイトル デジタル優先証明書について－国家商標 

要約 政府が実施する手続き簡素化プログラムの一環として、アルゼンチン産業財産庁

（INPI）は、商標の優先証明書をデジタルで提供し、紙による交付を廃止する。こ

の措置は 2019 年付決議第 275 号に基づくもの。新しい商標の登録やその更新を認

定する文書がデジタルで発行されるようになり、その際には当局によるデジタル署

名が付され、さらに商標庁のデジタルアーカイブに登録されることになる。商標所

有者への通知も電子的に行われるようになる。 

 

日付 2019 年 10 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 El Intransigente ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elintransigente.com/politica/2019/10/24/anularon-el-procesamiento-del-prefecto-
acusado-de-matar-a-rafael-nahuel/ 

タイトル アルゼンチンの輸出振興：輸出における利点やメリット  
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日付 2019 年 10 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 El Sol de Higalgo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/la-uaeh-recibe-12-titulos-de-patentes-
4316489.html 

タイトル ヒダルゴ州自治大学、12 件の特許が付与される 

 

日付 2019 年 10 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 AN Digital ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://andigital.com.ar/interes-general/item/80272-circuito-del-alcaucil-en-restaurantes-
platenses-y-portenos 

タイトル ラプラタ州及びブエノスアイレス市内のレストランで「アーティチョーク祭」を開

催 

 

日付 2019 年 10 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 ON24 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.on24.com.ar/negocios/agro/ley-de-semillas-un-aporte-al-debate/ 

タイトル 種子法に関する議論への貢献 
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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。 

 


