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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.27（2020 年 7 月分） 

2020 年 8 月 6 日発行 

日付 2020 年 7 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Minuto NQN ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.minutoneuquen.com/con-estilo/2020/7/2/los-mas-resonantes-casos-de-
fraude-en-el-mundo-del-vino-232982.html 

タイトル ワイン業界の記憶に最も残る詐欺事件 

 

日付 2020 年 7 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 Agencia TSS ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.unsam.edu.ar/tss/covid-19-el-precio-de-curarse/ 

タイトル COVID-19、治療の値段 

 

日付 2020 年 7 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 Cointelegraph ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://es.cointelegraph.com/news/the-use-of-blockchain-for-the-agricultural-sector-latin-
american-case 

タイトル 農業分野でのブロックチェーン技術の活用 
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日付 2020 年 7 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 16 Valvulas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.16valvulas.com.ar/nissan-kicks-imparable-el-b-suv-ya-supero-las-140-000-
unidades-producidas-en-resende/ 

タイトル 止められない日産 Kicks：ブラジル・レゼンジ市で生産される B-SUV モデルの台数が 14 万台を

突破 

 

日付 2020 年 7 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 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/seminario-virtual-de-modelos-y-disenos-
industriales 

タイトル 実用新案・意匠に関するオンラインセミナー 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は、全国の企業家を対象とした実用新案・意匠オンラインセミ

ナーの実施を発表した。専門家らが無形資産の保護とその利点に関するテーマを扱い、その登録

手順について解説することにより、製品への付加価値向上を実現するもの。セミナーは 7 月 23

日に実施される。 

 

日付 2020 年 7 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Motoresfera ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.motoresfera.com/2020/07/14/mercado-semiconductor-silicio-propiedad-
intelectual-para-2023-analisis-en-profundidad-de-tamano-acciones-tipos-ingresos-tasa-de-
crecimiento-jugadores-clave-oportunidades/ 

タイトル 2023 年までの半導体シリコン市場の産業財産に関する報告書 

 

日付 2020 年 7 月 16 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/seminario-virtual-de-marcas-y-modelos 

タイトル 商標・実用新案に関するオンラインセミナー 
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要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は、靴産業向けの商標・実用新案・意匠・IT に関するオンライ

ンセミナーを開催する。本イベントは、7 月 24 日（金）16 時より Teams プラットフォームで開催

されるもので、専門家らが無形資産の保護とそのメリットについて解説する。さらに登録出願の手

順も紹介し、企業による製品付加価値の向上を支援する。 

 

日付 2020 年 7 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/portal-de-tramites-nuevas-funcionalidades 

タイトル 手続きポータルサイトの新機能 

要約 全国政府による衛生上の緊急事態及び予防的・義務的社会隔離措置の一環として、アルゼ

ンチン産業財産庁（INPI）はオンライン対応チャネルを設置し、より安全な形で法務・技術移

転・商標・特許分野の手続き対応件数を拡大した。これにより、利用者は国内のどこからでもリ

モートで手続きを行なうことができる。さらに、オンライン手続きの対象範囲も拡大されたほか、ユー

ザーエクスペリエンスを改善する新機能も追加され、支払い状況のより詳細なモニタリングも可能

となっている。これらにより産業財産関連の手続きの簡素化が図られている。 

 

日付 2020 年 7 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 Radio Petrer ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.radiopetrer.com/2020/07/25/renovacion-de-patentes-y-marcas-de-servicios-
tamano-del-mercado-2020-principales-paises-lideres-empresas-consumo-impulsores-
tendencias-analisis-de-fuerzas-ingresos-desafios-y-prevision-global/ 

タイトル サービスの特許と商標のリノベーション：2020 年の市場規模 

 

日付 2020 年 7 月 29 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 IPROUP ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iproup.com/innovacion/15567-ee-uu-pide-a-brasil-que-no-use-5g-de-huawei-
que-pasa-en-argentina 

タイトル 米国、ブラジルに対し Huawei 社の 5G 技術を採用した際の将来的な影響を示唆：アルゼンチ

ンではどうなる？ 
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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。 

 

 

 

 

 

 


