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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.30（2020 年 10 月分） 

2020 年 11 月 13 日発行 

日付 2020 年 10 月 1 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/fiesta-del-alcaucil/cuenta-regresiva-la-la-plata-n501610 

タイトル ラプラタ・アーティチョーク・フェスティバルへのカウントダウン 

 

日付 2020 年 10 月 1 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/economia-del-conocimiento-las-exportaciones-
siguen-cayendo-nid2465860 

タイトル 知識：経済危機がアルゼンチン人の才能に基づいたビジネスに影を落とす 

 

日付 2020 年 10 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 Esperanza DiaxDia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.esperanzadiaxdia.com.ar/se-aprobo-la-regulacion-del-trigo-hb4-en-argentina-
un-desarrollo-biotecnologico-de-la-unl-conicet-y-bioceres/ 

タイトル 国立沿岸大学・国立科学技術研究評議会・Bioceres 社が開発したバイオ技術である HB4 小

麦の規則が、アルゼンチンで承認される 
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日付 2020 年 10 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 El Teclado ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elteclado.com.ar/nota/10434/avanza_el_proyecto_que_exime_del_pago_de_dere
cho_de_autor_a_las_personas_no_videntes/ 

タイトル 視覚障碍者を対象とした著作権料支払い免除法案に進展 

 

日付 2020 年 10 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 MSN ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/la-jornada-la-quebrada-de-humahuaca-
patrimonio-de-la-humanidad/vi-BB19SqMP 

タイトル 世界遺産ケブラダ・デ・フマワカ 

 

日付 2020 年 10 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 Diario Alfil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diarioalfil.com.ar/2020/10/14/economia-del-conocimiento-oportunidad-
para-la-argentina-y-cordoba/ 

タイトル 知識経済：アルゼンチンとコルドバ州にとっての機会 

 

日付 2020 年 10 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 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-ii-de-marcas-modelos-e-
informacion-tecnologica 

タイトル 商標、実用新案、IT 分野の第 2 弾となる「バーチャル産業財産庁」 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は 10 月 21 日（水）10 時より、国家生産開発省中小企

業地域開発局（SEPyME）による無形資産の評価に関する講義と、バーチャルクリニック

「Capacitar」に参加する。これらは個別の技術支援、コンテンツへのアクセス、他社との交流を必

要とする企業家を対象に行われるもの。講演は Youtube の同省のチャンネルにて配信される。

INPI はこのような形で仮想キャンパスに参加し、中小企業や支援機関の能力開発のための技術

支援やトレーニングを実施していく。 
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日付 2020 年 10 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 Pagina 12 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.pagina12.com.ar/300268-coronavirus-por-que-podria-ser-clave-la-
investigacion-con-ll 

タイトル 新型コロナウイルス：なぜリャマと鶏に関する研究が必要不可欠となりうるのか 

 

日付 2020 年 10 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 ADNSUR ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.adnsur.com.ar/sociedad/bodegas-de-chubut-participaran-de-la-expo-vinos-
de-la-patagonia-2020-_a5f8eb8102a1a1f139cababe4 

タイトル チュブッチのワイナリーがパタゴニア・ワイン Expo 2020 に出展 

 

日付 2020 年 10 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 Los Andes ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.losandes.com.ar/guarda14/doc-e-ig-que-son-que-le-aportan-al-vino-y-cuales-
hay-en-mendoza/ 

タイトル 原産地呼称管理と地理的表示とは何か？ワインにどう役立つのか？メンドーサにはどのようなも

のがあるのか？ 
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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。 

 

 


