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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.25（2020 年 5 月分） 

2020 年 6 月 8 日発行 

日付 2020 年 5 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 Revista Parabrisas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://parabrisas.perfil.com/noticias/novedades/zrv-honda-hrv-argentina-suv-registro-
mini-compacto-nuevo-wrv-city-fit-lanzamiento-2021.phtml 

タイトル ZR-V、未来のホンダのコンパクト SUV 

 

日付 2020 年 5 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 Revista Chacra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.revistachacra.com.ar/nota/34096-santos-zuberbulher-nuevo-presidente-del-
intea/ 

タイトル サントス・ズベルブルハー氏が農業技術イノベーション社の新社長に 

 

日付 2020 年 5 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 Diario La Opinion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diariolaopinion.com.ar/contenido/277561/nissan-registro-a-ariya-en-argentina-
nuevo-suv-completamente-electrico 

タイトル 日産、アルゼンチンにて完全電動型 SUV・Ariya の商標を登録  
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日付 2020 年 5 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 Infocampo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infocampo.com.ar/una-empresa-de-agroquimicos-adquirio-las-patentes-de-
un-nuevo-principio-activo/ 

タイトル 農薬会社が新しい有効成分の特許を取得 

 

日付 2020 年 5 月 13 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 https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/los-creadores-del-aerosol-fifa-juicio-
millonario-nid2365028 

タイトル スプレー発明家らが FIFA と対立 

 

日付 2020 年 5 月 20 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 Revista 16 Valvulas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.16valvulas.com.ar/toyota-yaris-2021-se-registro-el-diseno-del-facelift-
regional-y-del-modelo-europeo-en-argentina/ 

タイトル INPI に登録された文書より、トヨタがラテンアメリカにて Yaris を販売する可能性が判明 

 

日付 2020 年 5 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 El Litoral ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2020-5-21-2-32-0-con-criterio-flexible-el-canon-
de-sadaic-alcanza-a-los-shows-locales-pagos 

タイトル 著作権料にあたる Sadaic 料金、柔軟な基準を適用し有料のローカルイベントでも請求へ  
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日付 2020 年 5 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 Telefe Noticias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://telefenoticias.com.ar/actualidad/se-aprobo-la-ley-cruz-roja/ 

タイトル 議会にて赤十字法を可決 

 

日付 2020 年 5 月 23 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 Infocielo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://infocielo.com/nota/118540/la-fiesta-de-la-torta-argentina-de-dolores-se-celebrara-
en-las-redes-sociales/ 

タイトル アルゼンチン・デ・ドローレス・タルト祭り、SNS 上で開催 

 

日付 2020 年 5 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 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、対面窓口の交代制シフトは最少人数で対応 

要約 2020年付行政決定第 524号に従い、アルゼンチン産業財産庁（INPI）では対面窓口の人員

を削減し、交代勤務制で活動を行なっている。全国交代勤務制度が確立されるまでの間は、関

心分野や相談事由に応じてシフト時間帯が電子メールで通知される。実際の窓口訪問に際して

は、公式に発行されるシフト確認書が必要となる。2020 年 6 月 7 日までは社会的距離の確保

が義務的に継続されるが、仮に対面対応に必要な手順が確立したとしても、手続きポータルサイ

トやデジタル窓口の利用が第一に推奨される。INPI は全デジタルチャネルで正常に機能している

ほか、テレワークを通じて寄せられた全ての質問に回答しており、また手順をリモート化するのに必

要な支援も提供している。窓口での相談を申し込むにあたり、COVID-19に関する情報や推奨事

項を確認するには、国家保健省の公式サイトにアクセスすること。 
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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。 

 

 


