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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.11（2019年 3月分） 

2019年 4月 4日発行 

 

日付 2019 年 3 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 Diario MX ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diario.mx/nacional/se-atrasa-mexico-en-inteligencia-artificial-20190304-1485179/ 

タイトル 人工知能で遅れを取るメキシコ 

 

日付 2019 年 3 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 El Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/nacion/quieren-que-yalitza-sea-mezcal-y-ropa-intima 

タイトル 下着からメスカルまで、「Yaltiza」の商標で 

 

日付 2019 年 3 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 サイト Fayer Wayer ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.fayerwayer.com/2019/03/memes-demanda-mexico/ 

タイトル メキシコでは、特定人物のミームを作っただけで訴えられる可能性がある 

 

日付 2019 年 3 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 サイト El Siglo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1033802.triplican-solicitud-de-
invenciones.html 

タイトル ドゥランゴ州の発明出願件数が 3 倍に 
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日付 2019 年 3 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 サイト Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/negocios/piratas-exito-brindar-encanto-bebida-azteca 

タイトル アステカの魅力的な飲料で乾杯を試み、失敗に終わった模倣犯 

 

日付 2019 年 3 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 Diario de Chihuahua ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/diputados-alistan-sanciones-para-quien-
venda-como-leche-productos-que-no-lo-son-20190316-1490858/ 

タイトル 下院議員らが牛乳を用いない乳製品の販売者に対する罰則規定の策定に動く 

 

日付 2019 年 3 月 19 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.mx/tecnologia/Mexico-debe-invertir-2.5-del-PIB-en-
investigacion-y-desarrollo-para-crecer-innovacion-20190319-0066.html 

タイトル メキシコのイノベーション分野の成長には GDP 2.5%相当の投資が必要 

 

日付 2019 年 3 月 20 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.mx/empresas/Tequila-renueva-registro-de-marca-en-la-
UE-20190320-0012.html 

タイトル EU におけるテキーラの商標登録を更新 

 

日付 2019 年 3 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 Reporte Indigo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.reporteindigo.com/indigonomics/la-economia-dividida-olvidada-naranja-
industria-creativa-importancia-inversion-exportacion-apoyo-estado-difusion/ 

タイトル 忘れられた経済 
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日付 2019 年 3 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 メキシコ産業財産庁（IMPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gob.mx/impi/prensa/el-impi-reducira-tiempos-de-gestion-hasta-por-mas-de-
un-ano?idiom=es 

タイトル IMPI、手続きに要する期間を 1 年以上短縮へ 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）のフアン・ロザロ長官は、創作者や企業家らが自身の

手続き状況をメールで受け取ることができるようになる、産業財産官報の電子通知

サービスの導入を発表した。同長官によると、これは IMPI が創作者や企業家ら向

けに各種手続きの利便性向上を図るために電子システムを用いた取組みとして導入

される最初のものとなるという。全国ビジネス弁護士協会（ADDS）のアドリア

ン・オヘダ会長は、この新たな取組みの特許出願手続きにおける利点として、産業

財産官報を通じた通知が行われることで手続きに要する時間を 40%程度削減させう

ると、自身の経験に基づきコメントしている。この取組みの発表式には、メキシコ

産業財産保護協会（AMPPI）のヘアン・ペニャローザ副会長も参加した。 

 

 

メキシコ知的財産ニュース（月報）はメキシコ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。 

 

  


