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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.24（2020 年 4 月分） 

2020 年 5 月 7 日発行 

日付 2020 年 4 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Mendoza Post ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.mendozapost.com/nota/147362-el-brote-viral-impone-la-tasa-cero-para-las-
importaciones-de-insumos-de-salud/ 

タイトル 医療用品の輸入税、新型コロナウイルス流行に伴い免除 

 

日付 2020 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 Diario Armenia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diarioarmenia.org.ar/coronathon-la-iniciativa-para-fabricar-y-donar-barbijos/ 

タイトル マスクを製作し寄付する取組み「コロナソン」 

 

日付 2020 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 La Izquierda Diario ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.laizquierdadiario.com/Profesionales-crean-prototipo-para-fabricar-
respiradores-economicos-en-el-pais 

タイトル 技術者集団が国産の低コストの人工呼吸器を製造するための試作機を製作 

 

 

 

 



 

2 

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

日付 2020 年 4 月 11 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 Silla Vacía ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://lasillavacia.com/silla-academica/trabajo-colectivo/22-reflexiones-sobre-los-
cambios-trae-virus-76148 

タイトル 医療分野の基礎研究に価値を見出す 

 

日付 2020 年 4 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 Lex Latin ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://lexlatin.com/noticias/resumen-legal-covid-19-latinoamerica-13-de-abril 

タイトル 4 月 15 日付、ラテンアメリカ Covid-19 法律関連まとめ 

 

日付 2020 年 4 月 17 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 INFOBAE ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/opinion/2020/04/17/ante-la-pandemia-la-vacuna-deberia-ser-
un-bien-de-la-humanidad/ 

タイトル パンデミックを前にすれば、ワクチンは人類の共有財産でなければならない 

 

日付 2020 年 4 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Misiones Online ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://misionesonline.net/2020/04/18/17-de-abril-dia-internacional-del-malbec/ 

タイトル 世界マルベック・デーを 4 月 17 日に記念 
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日付 2020 年 4 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-inpi-dispondra-guardias-minimas-para-atencion-
presencial-con-turnos 

タイトル INPI、窓口対応の体制を縮小 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は 2020 年付行政決定第 524 号に基づき、シフト制で行わ

れている対面での利用者対応の体制を縮小する。全国シフト制は現在策定中であり、これが確

立されるまでの間は利用分野や相談理由に応じ、メールで時間帯が通知される予定となってい

る。サービスの利用訪問には、公式の受付システムが発行する申込み時間帯の確認書が必要と

なる。尚、利用者においては、4 月 26 日までは防疫上の義務的な外出自粛措置が続けられる

ことにも留意願いたい。また、窓口対応で必要とされる手順が決まったとしても、引き続きオンライ

ン対応チャネルと各種申請手続きのポータルサイトの利用が第一に推奨される。INPI のデジタル

チャネルは全て正常に機能しており、テレワークシステムを介して寄せられた質問の全てに回答して

いるほか、各種手続きをリモートで行なうのに必要な様々なサポートも提供している。 

 

日付 2020 年 4 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 INFOBAE ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/politica/2020/04/24/el-bloque-de-senadores-del-pro-propone-
un-aporte-patriotico-de-quienes-tengan-bienes-por-mas-de-200-millones/ 

タイトル PRO 上院議員団、2 億ドル以上の資産を持つ人々への「愛国的な貢献」を提案 

 

日付 2020 年 4 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 INFOBAE ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/economia/2020/04/25/la-uia-emitio-una-declaracion-conjunta-
con-industriales-de-brasil-por-su-preocupacion-por-el-acuerdo-mercosur-corea-del-sur/ 

タイトル アルゼンチン産業連合、メルコスール・韓国間の FTA 協定への懸念についてブラジル産業界との

共同声明を発表 
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日付 2020 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.argentina.gob.ar/noticias/boletin-prosur-covid-19 

タイトル PROSUR による COVID-19 情報誌 

要約 PROSUR の全加盟国の協力の下、COVID -19 対策を目的とした特許に関する情報誌が作成さ

れた。掲載されている特許はパブリックドメインで利用可能なもの。この情報誌はアルゼンチン政

府のポータルサイトからダウンロード可能となっている。 

 

 

 

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。 

 

 

 


