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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.29（2020年 9月分） 

2020年 10月 13日発行 

日付 2020 年 8 月 30 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 Eco ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleco.com.ar/la-ciudad/cagnoli-se-posiciono-entre-las-cinco-empresas-mas-
importantes-de-la-industria-de-carne-porcina/ 

タイトル Cagnoli 社、豚肉分野で最も重要な 5 社としての地位を確立 

 

日付 2020 年 8 月 31 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 Zona Militar ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.zona-militar.com/2020/08/31/todo-lo-que-necesitamos-saber-de-la-
propuesta-de-striker-para-el-ejercito-argentino/ 

タイトル Stryker ICV: アルゼンチンの装輪装甲車プロジェクト実現のための確実な選択肢 

 

日付 2020 年 9 月 4 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 Correo Gallego ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elcorreogallego.es/opinion/editoriales/investigacion-puntera-para-mejorar-
la-calidad-de-nuestros-vinos-XE4464132 

タイトル ワインの品質を改善する最先端の研究 

 

日付 2020 年 9 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 La Voz ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lavoz.com.ar/ciencia/en-que-etapa-esta-vacuna-cordobesa-contra-
coronavirus 

タイトル コルドバ州のコロナウイルス・ワクチンはどの状態にあるのか 
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日付 2020 年 9 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 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/consultorio-virtual-de-marcas-modelos-y-disenos-
industriales 

タイトル 商標・実用新案・意匠に関するバーチャルイベント 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は 9 月 11 日（金）、生産開発省中小企業・地域開

発局が開催するオンラインの講演・相談会「Capacitar」に参加する。本イベントは、

個別の技術支援が必要な企業家らを対象としたもので、紹介されるコンテンツにア

クセスし、他の人々との交流が可能。講演会の様子は、Youtube の同省のチャンネル

上で配信される。講演者として、商標局からダニエラ・バーニョス氏、実用新案・

意匠部のセバスチャン・イトゥリア氏が参加する。本イベントを通じて、INPI は中

小企業の能力開発や技術支援のためのバーチャル・キャンパスへの参画を進めてい

く。 

 

日付 2020 年 9 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 iPropUp ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iproup.com/innovacion/16800-ranking-de-innovacion-que-puesto-ocupa-
argentina 

タイトル ラテンアメリカのイノベーティブな国々のランキングでアルゼンチンは何位を占め

るのか？ 

 

日付 2020 年 9 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 La Nacion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/reproduccion-bovina-un-laboratorio-
argentino-logro-patente-nid2450990 

タイトル アルゼンチン国内の研究所が牛の繁殖に関する発明で国際特許を取得 

 

日付 2020 年 9 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 Notimerica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.notimerica.com/economia/noticia-argentina-justicia-europea-da-otra-vez-
razon-messi-avala-registro-marca-ue-20200917112216.html 

タイトル 欧州司法裁判所、メッシ選手の訴えを再度認め、欧州における商標登録を認める 
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日付 2020 年 9 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 iProfesional ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iprofesional.com/negocios/323906-asi-es-la-nueva-toyota-hilux-2021-que-se-
fabricara-en-argentina 

タイトル これがアルゼンチンで製造されるトヨタの新型 Hilux 2021 だ 

 

日付 2020 年 9 月 27 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 On24 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.on24.com.ar/negocios/agro/el-mundo-de-la-semilla-se-puso-en-movimiento/ 

タイトル 種子業界での動きが活発に 
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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。  
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