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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.16（2019 年 8月分） 

2019年 9月 11 日発行 

日付 2019 年 8 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 Merca 2.0 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.merca20.com/plagio-una-actividad-que-las-marcas-deben-tomarse-mas-en-
serio/ 

タイトル 商標所有者はより真剣に対策を考えるべき盗用行為 

 

日付 2019 年 8 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 Diario de Cuyo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diariodecuyo.com.ar/columnasdeopinion/America-latina-la-region-que-
menos-crece-20190806-0068.html 

タイトル ラテンアメリカ、低成長の地域 

 

日付 2019 年 8 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 Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/estados/Cuestionan-apoyos-de-Ciudad-Creativa-
Digital-a-edificios-mas-que-a-proyectos-20190808-0111.html 

タイトル 事業より建物が優先されたデジタル・クリエイティブ・シティへの支援に対する疑

問  

 

日付 2019 年 8 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 La Opinion de Poza Rica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.laopinion.net/ofrecera-ivec-conversatorio-propiedad-intelectual-en-el-
trabajo-artesanal/ 

タイトル ヴェラクルス文化財団、手工芸活動における産業財産について協議 
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日付 2019 年 8 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 El Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/menu/buscan-impulsar-mexico-traves-de-las-
denominaciones-de-origen 

タイトル 原産地名称を通じたメキシコの飛躍を目指して 

 

日付 2019 年 8 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 Vanguardia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://vanguardia.com.mx/articulo/estados-unidos-sin-propuestas-concretas-para-
cambios-en-el-t-mec-secretaria-de-economia 

タイトル T-MEC 協定の変更に関する確固たる提案のない米国 

 

日付 2019 年 8 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 Diario de Yucatan ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.yucatan.com.mx/merida/seguiran-gestion-para-el-respaldo-al-pulpo-maya 

タイトル マイアタコの名称を求めての戦いは続く 

 

日付 2019 年 8 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 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/en-un-clic-el-impi-de-tu-lado-214389?idiom=es 

タイトル ワンクリックで、IMPI があなたのそばに 

要約 グラシエラ・マルケス・コリン経済局長は、特許や商標の取得に要するコストと時

間の削減を実現するメキシコ産業財産庁（IMPI）の新たな電子サービス・プラット

フォームの発表を行った。この新プラットフォームは、手続きの効率化を図り、待

機時間を削減し、直感的かつ扱いやすさと新しさを備えた作業環境を提供するもの

となっている。これに伴い、メキシコ国内の経営者や創作者は商標や特許の出願を

完全にオンラインで実施することが可能となり、不要な出張や追加の費用負担が不

要となる。さらに IMPI は、複数のサービスを提供するモバイルアプリも公開して

いる。経済省は IMPI が発表したこれらのツールについて、イノベーション・創造

性・経済開発を推し進める上での確実なアクションの 1 つだと説明する。IMPI のフ

アン・ロザノ長官は、IMPI が世界で最も近代的な他の産業財産庁と肩を並べるもの

であると強調した上で、より機能的かつ簡素なサービスを求める経営者や創作者の

ニーズに、今後も応えていくと話した。 
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日付 2019 年 8 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 Imparcial ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/346229/van-por-candados-contra-el-plagio-de-
patrimonio/ 

タイトル 資産の盗用対策に施錠を 

 

日付 2019 年 8 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 Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/mexico-el-silicon-valley-de-
cannabis 

タイトル 大麻のシリコンバレー、メキシコ 

 

 

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。 

 


