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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.19（2019 年 11 月分） 

2019 年 12 月 10 日発行 

日付 2019 年 10 月 18 日 （11 月掲載記事） 

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 https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-inpi-realizo-el-primer-seminario-argentina-
exporta 

タイトル INPI、アルゼンチン輸出セミナーを開催 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は、米州知的財産協会（ASIPI）の協力のもと、国内外で

の商標・意匠登録に関する最初の「アルゼンチン輸出セミナー」を、世界知的所有権機関

（WIPO）、米国特許商標庁（USPTO）、IPkey ラテンアメリカと共催した。本セミナーは、商標

の国際的保護のメリットについて産業財産関係者の間での意識向上を図ることを目的として開

催されたもの。さらに、商標・意匠の国際登録のためのマドリッド・プロトコル及びハーグ協定に基

づく枠組みについても解説が行われた。加えて、製品・サービスの輸出販売のために商標・意匠を

保護する際に、国内外・地域で利用可能な枠組みを戦略的に活用した事例の紹介も行われ

た。 

  

日付 2019 年 10 月 22 日（11 月掲載記事） 

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 https://www.argentina.gob.ar/noticias/uso-de-tmclass-de-marcas-y-nuevos-formularios 

タイトル TMClass と新記入フォームの使用について  

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）の 2019 年付決議第 123 号附属書に「第 4 編：新規商標

の申請登録、登録された商標への異議申立て、登録更新」が追加されたのに伴い、商標申請

フォームへの INPI Web 手続きポータル上での記入が可能となった。同ポータルは、商標登録の更

新や異議申立ての申請にも利用することができる。さらに、製品・サービスに関する説明文の入力
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方法も変更され、その際には商標として保護される製品・サービスの区分を検索する支援ツール

である TMclass が新たに起動する。ここでは、製品・サービスの用語リストの翻訳が可能なほか、

他国のデータベースにも適切に表示されるかが確認可能となる。詳細は、2019 年 10 月 31 日に

開催される TMclass 及び新記入フォームに関する商標ワークショップでも説明が行われる。ワーク

ショップへの参加は無料。 

 

日付 2019 年 11 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 Telam ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.telam.com.ar/notas/201911/406059-destacan-la-importancia-de-las-marcas-
registradas-en-la-economia-argentina.html 

タイトル アルゼンチン経済における登録商標の重要性 

 

日付 2019 年 11 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 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 https://www.argentina.gob.ar/noticias/entidades-agrupadoras 

タイトル 組織化団体について 

要約 この 1年の間に多くの制度変更が実施された中、アルゼンチン産業財産庁（INPI）のポータルも

改訂され、特に申請手続きを開始する場面での変更が行われた。その重要な変更点の 1 つとし

て、「組織化団体」コンセプトの実装が挙げられる。 個人のものではない納税者特定統一コード

（CUIT）を登録する際には、まず個人としてログインを行ない、続いて法人を代表する個人から

なる組織化団体を作成する必要がある。組織化団体は、法定代理人もしくは法人に所属する

者が作成する必要があり、この作成者に管理者としての役割が割り当てられる。 続いて、その管

理者が許可任命認定証の更新を行なう必要がある。 
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日付 2019 年 11 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 https://www.argentina.gob.ar/noticias/entidades-agrupadoras 

タイトル 世代を超えて受け継がれる Rasti 社の創造性とイノベーション 

要約 Dimare S.A.社の Juguetes Rastiは、1968 年以来、「建設型玩具」分野の玩具の製造販売でリ

ーダー的な存在であり続けており、その製品群にはアルゼンチンの乳児用として唯一認定されてい

る柔軟性のあるブロック玩具も含まれる。Mercado 誌によると、Rasti はアルゼンチンマーケティング

協会により授与された「Mercury 賞」で優秀賞を受賞しただけでなく、 INC Latin America 

Magazine 誌によれば「2007 年のマーケティング成功事例 100 選」の 1 つとして取り上げられたほ

か、アルゼンチンの注目 50 社ランキングでも選ばれている。2011 年には、世界最大の玩具会社

である Mattel 社と戦略的提携を結び、同社をコロンビア、チリ、ペルー、メキシコにおける Rasti ブ

ランドの独占的輸入代理店に任命している。 

 

日付 2019 年 11 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 サイト El Cronista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cronista.com/informaciongral/Preocupacion-las-infracciones-a-la-propiedad-
intelectual-ya-financian-al-crimen-organizado-20191123-0005.html 

タイトル 産業財産権侵害行為がすでに組織犯罪の資金源となっているとの懸念 

 

日付 2019 年 11 月 21 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/salud/patentes-controversia-por-un-acuerdo-internacional-
y-su-impacto-en-el-acceso-a-la-salud-nid2308180 

タイトル 特許：国際協定に関する議論と医療サービスアクセスへの影響 
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日付 2019 年 11 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 San Juan 8  ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.sanjuan8.com/san-juan/brindaran-una-charla-el-derecho-propiedad-
intelectual-actores-y-bailarines-n1775926.html 

タイトル 俳優とダンサーの産業財産権に関する講演 

 

日付 2019 年 11 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 Los Andes ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=guaymallen-la-denominacion-que-
proponen-para-espumantes 

タイトル グアイマレン：スパークリングワインの名称提案 

 

日付 2019 年 11 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 https://www.argentina.gob.ar/noticias/centros-de-apoyo-la-tecnologia-y-la-innovacion 

タイトル 技術・イノベーションサポートセンターについて 

要約 2017 年以来、アルゼンチン産業財産庁（INPI）内には技術・イノベーションサポートセンター

（CATI）が設置されている。これは、開発途上国のイノベーターが地場の技術や高品質の関連

サービスにアクセスできるようにすることを目的として、世界知的所有権機関（WIPO）の技術イ

ノベーションサポートセンター（TISC）のプログラムを通じて設けられているもの。Red CATI 

Argentina では現在、産業財産権の創出・保護・管理を希望する利用者をフォローする専門の

スタッフを配置したセンターを全国 48箇所に設けている。TISCが提供するサービスには、特許及び

科学技術関連文書、産業財産権関連の出版物へのインターネットを通じたアクセス、技術関連

情報の検索・取得サポート、データベース検索のトレーニング、新規性・技術状況・権利侵害など

特定目的の検索、技術分析及び競争活動、産業財産権関連の法規・管理・戦略や技術の

商業化に関する基礎情報の提供などがある。 
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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。 

 


