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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.18（2019 年 10 月分） 

2019年 11月 8 日発行 

日付 2019 年 10 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 Newsweek Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://newsweekespanol.com/2019/10/la-urgencia-consolidar-cultura-propiedad-
intelectual/ 

タイトル 産業財産権と著作権  

 

日付 2019 年 10 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 CNN ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/07/usmca-acuerdo-comercial-mexico-canada-
opinion-sapiro/ 

タイトル トランプ政権がカナダ・メキシコと結ぶ新貿易協定はまさに我々に必要なものであ

ったとし、民主党が支持へ 

 

日付 2019 年 10 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 Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/negocios/contrabando-cigarros-paso-2-17-concamin 

タイトル タバコの密輸は 2%から 17%へと上昇、損失は 60 億ペソに  

 

日付 2019 年 10 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 Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/cartera/recortan-vendedores-de-autos 

タイトル ジェネリック医薬品に向けられるクレーム 
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日付 2019 年 10 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 Opportimes ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.opportimes.com/las-nuevas-disciplinas-del-t-mec-en-propiedad-intelectual/ 

タイトル 産業財産分野の T-MEC 協定の新規定 

 

日付 2019 年 10 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 Novedades Yucatan ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://sipse.com/novedades-yucatan/prototipo-robot-yucatan-instituto-mexicano-
propiedad-industrial-347067.html 

タイトル 進化するユカタン：初のロボット試作機を製作 

 

日付 2019 年 10 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 Reporte Indigo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.reporteindigo.com/indigonomics/patentes-riqueza-a-paso-lento-en-mexico-
invenciones-regalias-creatividad/  

タイトル メキシコでは歩みの遅い、富をもたらす特許 

 

日付 2019 年 10 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 Sol de Tampico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldetampico.com.mx/analisis/la-economia-creativa-o-industria-naranja-
4338618.html 

タイトル 創造的経済、またの名をオレンジ経済 

 

日付 2019 年 10 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 Opportimes ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.opportimes.com/las-franquicias-en-mexico-gozan-creciente-popularidad/ 

タイトル メキシコにて、フランチャイズの人気が拡大 
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日付 2019 年 10 月 30 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 Imparcial ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elimparcial.com/mexico/Expertos-de-la-UNAM-crean-parche-para-regenerar-
piel-de-diabeticos-en-21-dias-20191030-0073.html 

タイトル メキシコ国立自治大学の専門家ら、21 日間で糖尿病性潰瘍の皮膚を再生するパッ

チを発明 

 

 

 

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。 

 

 


