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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.12（2019年 4月分） 

2019年 5月 7日発行 

日付 2019 年 4 月 1 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 Contra Replica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.contrareplica.mx/nota-Multas-por-19-mdp-y-800-mil-decomisos-de-pirateria-
20191431 

タイトル 模倣品 80 万点の押収に 1900 万ペソの罰金 

 

日付 2019 年 4 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 Espacio Mex ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://espaciomex.com/politica-y-economia/sostenibilidad-del-aguacate-mexicano-con-
denominacion-de-origen-de-michoacan/ 

タイトル ミチョアカンの原産地名称を付したメキシコ産アボガドの持続可能性 

 

日付 2019 年 4 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 Diario MX ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diario.mx/nacional/zapata-es-marca-registrada-20190407-1499620/ 

タイトル Zapata が商標として登録される 

 

日付 2019 年 4 月 8 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 Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/mexico-es-estrategico-para-la-
inversion-yasushi-takase-3292035.html 

タイトル 高瀬寧大使：メキシコは投資上戦略的な国だ 
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日付 2019 年 4 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 Forbes Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.forbes.com.mx/falta-innovacion-en-mexico/ 

タイトル メキシコにおけるイノベーションの不足 

 

日付 2019 年 4 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 Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Valor-de-productos-de-propiedad-
intelectual-en-Mexico-registra-ligera-baja-20190425-0124.html 

タイトル メキシコの産業財産資産の価値が軽微な下落を示す 

 

日付 2019 年 4 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 El Sol de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/data-extranjeros-registran-mas-
patentes-en-mexico-que-nosotros-3371378.html 

タイトル メキシコ人に比べ外国人がより多くの特許を国内で出願 

 

日付 2019 年 4 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 El Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mexico-entre-los-mas-piratas-del-
mundo-eu 

タイトル 米国、メキシコを最も模倣品の多い国の 1 つと指摘 

 

日付 2019 年 4 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 Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/negocios/comercio-informal-genera-ganancia-vendedores-
mexico 

タイトル インフォーマル商売の従事者は、メキシコでは 5 倍を稼ぐ 
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日付 2019 年 4 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 Central FM Online ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.centralfmonline.com/spoilers-y-la-ley-de-derecho-de-autor-en-mexico/ 

タイトル スポイラーとメキシコの著作権法 

 

日付 2019 年 4 月 29 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-cafe-oaxaqueno-factor-para-impulsar-el-desarrollo-
economico-incluyente?idiom=es 

タイトル 包括的経済の開発の促進要因としてのオアハカ州のコーヒー 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）のフアン・ロザノ長官は、オアハカ州のアレハンド

ロ・ムラット州知事が主催した「オアハカ州コーヒークラスター」評議会の就任式

に参加した。同州内の 49 の市で生産されるこのコーヒー種は、その香りと味わい

の組合せや産地の地理的条件、同地域の環境やエコロジー農業といった点で独特さ

を備えている。本年 2 月には、オアハカ州政府が「Pluma」の名称による原産地名

称としての保護を申請し、現在 IMPI で審査されている。「オアハカ州コーヒーク

ラスター」は、1,792 名の生産者、業界団体代表者、販売者、自治体関係者から構

成されるもので、持続可能性の原則に則った高品質な製品としてのコーヒーの位置

付けを確立するための民間団体として正式に設立された。このクラスターはその設

立目的に、同州の産業界の中でも特にコーヒー生産部門に特化してイノベーション

の創出や民間投資を呼び込むため、大学・企業・政府間の協力を促進させることを

掲げている。 

 

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。 


