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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.22（2020 年 2 月分） 

2020 年 3 月 13 日発行 

日付 2020 年 2 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 Pharmabiz ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.pharmabiz.net/page/86/?m=efetcuuvv 

タイトル CILFA、産業財産政策を全面的に支援 

 

日付 2020 年 2 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 Imparcial ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elimparcial.com/locurioso/En-Argentina-crearon-el-salami-que-es-mas-largo-
que-la-Estatua-de-la-Libertad-20200209-0113.html 

タイトル 自由の女神像よりも長いサラミがアルゼンチンで生み出される  

 

日付 2020 年 2 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 Infocaucete ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infocaucete.com.ar/comunidad/10/02/2020/las-comunidades-huarpes-
trabajan-en-proyectos-productivos/ 

タイトル フアルペス先住民コミュニティで生産事業の実施へ 

 

 

 



 

2 

Copyright©2020 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

日付 2020 年 2 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 Andina ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/opiniones/renegociacion/la-economia-internacional-lo-urgente-
y-despues-lo-esencial-n5081884 

タイトル 国際経済：緊急のもの、その後に不可欠となるもの 

 

日付 2020 年 2 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 Andina ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://andina.pe/agencia/noticia-el-pisco-se-lucio-buenos-aires-784836.aspx 

タイトル Pisco em Buenos Aires  

 

日付 2020 年 2 月 21 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 Agrositio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク アルゼンチン発の農業の多目的作業用プラットフォームが特許化 

タイトル https://www.agrositio.com.ar/noticia/208780-patentaron-una-plataforma-multifuncion-
de-desarrollo-argentino 

 

日付 2020 年 2 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 Telemundo 40 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク 「Ziploc」バッグのように傷を縫合する驚くべき発明 

タイトル https://www.telemundo40.com/noticias/salud/el-increible-invento-para-suturar-heridas-
como-una-bolsa-ziploc/2019977/ 
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日付 2020 年 2 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 La Nacion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク Syngenta 社ジェフ・ロウ社長、産業財産の認識が必要と主張 

タイトル https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/jeff-rowe-syngenta-necesitamos-
reconocimiento-propiedad-intelectual-nid2336950 

 

日付 2020 年 2 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 Vinetur ※公的機関による発表 YES NO 

リンク Luigi Bosca、アルゼンチンのテロワールの味 

タイトル https://www.vinetur.com/2020022659481/luigi-bosca-el-sabor-del-terroir-argentino.html 

 

日付 2020 年 2 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 La Arena ※公的機関による発表 YES NO 

リンク 地域で初となる「ロースター」祭りを開催 

タイトル http://www.laarena.com.ar/la_pampa-haran-la-primera-fiesta-regional-de-asadoras-
2100435-163.html 
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アルゼンチン知的財産ニュース（月報）はアルゼンチン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。 

 

 

 


