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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.28（2020 年 8 月分） 

2020 年 9 月 9 日発行 

日付 2020 年 8 月 3 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/36329-la-yerba-mate-sigue-sumando-calidad-y-
beneficios-a-la-salud/ 

タイトル 品質と健康効果の向上を図り続けるマテ茶 

 

日付 2020 年 8 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 Misiones Online ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://misionesonline.net/2020/08/06/un-equipo-de-investigacion-argentino-desarrolla-
telas-antivirales-para-barbijos-de-uso-social/ 

タイトル アルゼンチンの研究者チームが一般用マスクのための抗ウイルス布を開発 

 

日付 2020 年 8 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 iProfessional ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iprofesional.com/vinos/321101-vinos-argentinos-cada-vez-mas-australes-
chubut-tiene-primera-ig 

タイトル アルゼンチンワイン、より南へ：チュブ州が初の地理的表示を取得 

 

 

 



2 

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

日付 2020 年 8 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 Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/economia/2020/08/09/dimo-vs-bimo-la-insolita-guerra-de-
marcas-por-la-billetera-digital-de-los-bancos/ 

タイトル Dimo 対 Bimo：銀行間のデジタル・ウォレットの商標を巡る異例の争い 

 

日付 2020 年 8 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 El Agrario ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elagrario.com/actualidad-argentina-y-sri-lanka-inician-certificacion-
electronica-en-el-comercio-de-vegetales-23186.html 

タイトル アルゼンチン、スリランカとの植物取引における電子認証を開始  

 

日付 2020 年 8 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 Los Andes ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.losandes.com.ar/fincas/realizan-jornadas-latinoamericanas-para-revalorizar-
el-potencial-enologico-de-las-uvas-criollas/ 

タイトル クレオール・ブドウのワイン醸造の可能性を再評価するためのラテンアメリカ地域会議 

 

日付 2020 年 8 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 La Licuadora ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2020/08/el-municipio-y-la-camara-de-la-industria-
argentina-del-software-crearan-un-cluster-publico-privado/ 

タイトル リオグランデ市とアルゼンチン・ソフトウェア産業協議所、官民クラスターを創設 
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日付 2020 年 8 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 El Sol ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsol.com.ar/la-gran-importancia-de-registrar-una-marca  

タイトル 商標を登録することの大切さ  

 

日付 2020 年 8 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 iProUp ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iproup.com/innovacion/16217-sancor-seguros-compra-terreno-del-parque-
de-la-innovacion 

タイトル ブエノスアイレス市のシリコンバレー化計画が進展  

 

日付 2020 年 8 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 Canal Abierto ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://canalabierto.com.ar/2020/08/26/impiden-que-un-gigante-farmaceutico-se-
apropie-de-una-droga-utilizada-contra-el-hiv/ 

タイトル HIV 治療に使用する医薬品を大手製薬会社による流用を阻止する試み 
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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。 

 

 

 


