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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.26（2020 年 6 月分） 

2020 年 7 月 6 日発行 

日付 2020 年 6 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 The Enemy ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.theenemy.com.br/gran-turismo/gran-turismo-marca-argentina-ps5 

タイトル 商標「Gran Turismo」、PS5 のイベントが行われるはずの日にアルゼンチン国内で登録 

 

日付 2020 年 6 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 El Ciudadano ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elciudadanoweb.com/se-oponen-a-que-una-multinacional-patente-droga-
utilizada-para-posible-tratamiento-del-covid-19/ 

タイトル COVID-19 の治療に利用できる可能性のある多国籍製薬企業の特許に対する異議申立て 

 

日付 2020 年 6 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 Parabrisas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://parabrisas.perfil.com/noticias/novedades/chery-traera-marca-lujo-premium-
exeed-lx-argentina-tiggo-registro-inpi.phtml 

タイトル Chery、アルゼンチンで高級車 Exeed を販売 
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日付 2020 年 6 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 El Tribuno ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2020-6-11-1-0-0-disenaron-y-crearon-carro-
higienizador-solar-movil 

タイトル 手押し移動式の太陽光エネルギー消毒器の制作プロジェクト 

 

日付 2020 年 6 月 14 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 Via Pais ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://viapais.com.ar/cordoba/1818267-innovacion-una-pareja-que-reside-en-cordoba-y-
un-negocio-millonarioanti-coronavirus/ 

タイトル イノベーション：コルドバ在住の夫妻と「アンチ・コロナウイルス」の大ヒット商品 

 

日付 2020 年 6 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 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/suspension-del-curso-de-aspirantes-agentes-de-la-
propiedad-industrial 

タイトル 産業財産管理人候補者向けの講習会を中止 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は、衛生上の緊急事態を受けて予防的かつ義務として定めら

れた社会的距離の確保のため、産業財産代理人候補者向けの本年度の講習会と試験の中

止を決定した。2020 年付決議第 57 号に基づくもの。2019 年度の産業財産管理人候補生を

対象とした講習会及び試験も中止される。 
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日付 2020 年 6 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 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/prorroga-plazo-pago-matricula-agentes 

タイトル 産業財産管理人登録手続きの期限を延期 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は、衛生上の緊急事態を受けて予防的かつ義務として定めら

れた社会的距離の確保のため、産業財産管理人登録で義務付けられている年次申告書の提

出及び登録料の支払いに関して、2020 年 9 月 30 日まで期限を延長することを決定した。

2020 年付決議第 58 号に基づくもので、本年に限った特別措置となる。 

 

日付 2020 年 6 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 Misiones Online ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://misionesonline.net/2020/06/19/industria-registro-marca-y-patente-de-arco-y-
dispenser-sanitizante-de-jovenes-emprendedores/ 

タイトル 若手起業家ら、開発中の消毒剤のディスペンサーの商標・特許を出願 

 

日付 2020 年 6 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 Minuto Neuquen ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.minutoneuquen.com/con-estilo/2020/6/20/el-salame-de-tandil-un-producto-
con-nombre-propio-denominacion-de-origen-229485.html 

タイトル 原産地名称と固有の名称を持つタンディル・サラミ  

 

日付 2020 年 6 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 Revista Universidad ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.unidiversidad.com.ar/daniel-pizzi-hablara-del-rol-de-las-universidades-ante-la-
pandemia30 

タイトル ダニエル・ピッツィ学長、パンデミック下での大学の役割を語る 
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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。 

 

 


