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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.14（2019 年 6月分） 

2019年 7月 3日発行 

日付 2019 年 6 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 Omnia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.omnia.com.mx/noticia/110054 

タイトル パキメー技術大学の学生らが産業財産に関する講演会に参加 

 

日付 2019 年 6 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 Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク  https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sinergias-con-China-pueden-fortalecer-a-
Mexico-SE-20190604-0015.html 

タイトル 中国との相乗効果がメキシコを強化する可能性 

 

日付 2019 年 6 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 Debate ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.debate.com.mx/mundo/Brasil-y-Mexiconegocian-para-ampliar-comercio-
Bilateral-20190608-0001.html 

タイトル ブラジルとメキシコ、二国間通商の拡大を協議 

 

日付 2019 年 6 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 Mi Bolsillo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.mibolsillo.com/noticias/Ignoran-lucha-vs.-la-pirateria--20190610-0008.html 

タイトル 模倣品撲滅への戦いが無視されている  
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日付 2019 年 6 月 12 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/estados/exigen-que-carolina-herrera-de-credito-los-
artesanos 

タイトル カロリーナ・ヘレラ氏、文化の盗用で非難される 

 

日付 2019 年 6 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 Jornal AM ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Descartan-denominacion-de-origen-para-
tenangos--20190615-0040.html 

タイトル テナンゴ刺繍の原産地名称登録が却下に 

 

日付 2019 年 6 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 La Jornada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/16/ingeniero-mexicano-gana-concurso-
internacional-de-2018startups2019-9050.html 

タイトル スタートアップの国際コンテストでメキシコ人エンジニアが優勝 

 

日付 2019 年 6 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 Heraldo de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/el-impi-busca-agilizar-tramites/ 

タイトル IMPI、手続きの迅速化を模索 

 

日付 2019 年 6 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 Punto Sobre La I ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elpuntosobrelai.com/lysa-pugna-por-la-proteccion-de-los-derechos-de-autor/ 

タイトル LYSA 社、著作権保護に動く 
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日付 2019 年 6 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 Aristegui Notícias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://aristeguinoticias.com/2106/mexico/pueblos-indigenas-y-afromexicano-inician-
consultas-para-fortalecer-sus-derechos/ 

タイトル 先住民とアフロメキシカンらが、自らの権利強化へ向けた公聴会を開始 

 

 

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。 

 

 


