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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.20（2019 年 12 月分） 

2020 年 1 月 9 日発行 

日付 2019 年 12 月 2 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 Turismo 530 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.turismo530.com/noticia_ampliada.php?id=57464 

タイトル 第 16 回 ArgenINTA 賞 

 

日付 2019 年 12 月 6 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 Si San Juan ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://sisanjuan.gob.ar/noticias-produccion-y-desarrollo-economico/item/19109-media-
agua-sera-la-sede-de-la-fiesta-del-vino-joven  

タイトル メディア・アグア市にて第 1 回ヌーヴォーワイン・フェスティバルを開催 

 

日付 2019 年 12 月 6 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=cannabis-medicinal-medicos-en-alerta-
por-usos-no-recomendados 

タイトル 医師を困惑させる大麻使用に関する質問 
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日付 2019 年 12 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 Diario de Cuyo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/El-auge-del-vino-a-granel-en-el-mundo-
20191208-0070.html 

タイトル 世界におけるバルクワインの台頭 

 

日付 2019 年 12 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 Leon Noticias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.leonoticias.com/leon/cecina-leon-protagoniza-20191215105951-nt.html 

タイトル シエラパンブリー財団にて、セチーナ・デ・レオンの試食会を開催 

 

日付 2019 年 12 月 16 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 Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.ar/2019-12-argentina-mercosur-y-ue-los-deseos-de-
avanzar-y-el-riesgo-de-la-desintegracion/ 

タイトル アルゼンチン・メルコスル・EU：進歩への意欲と統合解体のリスク 

 

日付 2019 年 12 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 Info Blanco Sobre Negro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://infoblancosobrenegro.com/noticias/26686-investigadores-de-la-facultad-de-
ciencias-veterinarias-buscan-mejorar-la-productividad-de-las-vacas-lecheras 

タイトル 獣医学部の研究者ら、乳牛の生産性改善に取組む 
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日付 2019 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 La Nacion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/economia/como-impactaran-los-vientos-externos-en-la-
economia-argentina-nid2317782 

タイトル 国外で吹く風はアルゼンチン経済にどのように影響するか 

 

日付 2019 年 12 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 Clarin ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.clarin.com/mundo/cafe-cacha-vinos-espumosos-brasil-llegan-dar-
pelea_0_6bAvaS4_.html 

タイトル コーヒーでもカシャッサでもない：ブラジルのスパークリングワインが戦いを挑んでくる 

 

日付 2019 年 12 月 27 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 Tribuno ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-12-27-0-0-0-el-desentierro-del-carnaval-ya-
es-motivo-de-discordia 

タイトル 「カーニバル・デセンティエロ」が、すでに不和の理由に 
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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。 

 

 


