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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.32（2020年 12月分） 

2021年 1月 8日発行 

日付 2020 年 12 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 Jornal Ole ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ole.com.ar/maradona/empresa-morla-duena-marcas-
maradona_0_INazF5Cxr.html 

タイトル マラドーナ氏はなぜ自らの商標を保有しなかったのか 

 

日付 2020 年 12 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 Destape ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eldestapeweb.com/sociedad/emprendedores/-como-hago-un-registro-de-
marca-en-argentina--2020128290 

タイトル アルゼンチンではどのように商標登録を行なうのか？ 

 

日付 2020 年 12 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 Chubut ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-12-11-14-3-0-chubut-participo-de-la-
presentacion-del-plan-estrategico-vitivinicola-2030 

タイトル チュブチ州、ワイン 2030 戦略計画を発表 

 

日付 2020 年 12 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 Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/opinion/latinoamerica21/vacunas-contra-el-covid-19-y-
patologias-del-poder-en-america-latina 

タイトル COVID-19 ワクチンとラテンアメリカの権力バランス 
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日付 2020 年 12 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 La Nacion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/economia/recitales-shows-productores-piden-tope-valores-
derechos-nid2539034 

タイトル 公演と収入：プロデューサーらが著作権料の上限設定を要求 

 

日付 2020 年 12 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 サイト Grupo La Provincia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.grupolaprovincia.com/politica/promulgan-modificaciones-al-codigo-civil-y-
comercial-a-la-ley-de-propiedad-intelectual-y-acuerdos-628374 

タイトル 民法・商法、産業財産法、複数の協定の改正を公布 

 

日付 2020 年 12 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/agricultura-realizo-el-primer-encuentro-de-
referentes-apicolas-de-la-administraciones 

タイトル 農業省、養蜂に関連する州の行政部局間の初会合を実施 

要約 農牧畜水産省は、同省の食品・生物経済・地域開発局の地域経済開発部 全国養蜂調

整課が、第 1 回養蜂関連州行政部局会合を開催したと発表した。この会議では、地

域化のメリットや共同行動方針の策定において、国と各州の連携による組織を跨い

だ取組みが必要である点や、各州で共通する課題について取り上げられた。この会

合では特に、国内の養蜂の衛生環境を改善するための各州の政策・計画の立案に際

して必要となる、情報化・追跡可能性・フィードバック等の情報伝達の仕組みを実

現するための登録システムの改良が議題の中心となった。また地域開発、有機養

蜂、各地域で異なる蜂蜜の種類の特徴化（原産地名称）といった特定の問題につい

ても議論された。 

 

日付 2020 年 12 月 23 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/agricultura-firmo-un-convenio-para-mejorar-la-
capacidad-exportadora-de-las-pymes 

タイトル 農業省、農産食品分野の中小企業の輸出促進を改善するための協定に署名 

要約 ルイス・バステラ農牧畜水産大臣とアルゼンチン投資国際貿易庁（AAICI）のフア

ン・ウサンディバラス事務局長は、活動管理のための貿易促進活動・ビジネスラウ

ンドの管理を目的とした協力・協業・支援のメカニズムを確立する協定を締結し

た。この合意では、アルゼンチン企業と外国企業と商業面でマッチングすること

で、食品の輸出を促進し輸出先市場の多様化と拡大を図る。さらなるメリットとし

て、公式の品質認証を有する製品を取扱う中小企業を対象に、ビジネスラウンドへ
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の参加費用を 50%割引することや、さらに AAICI が開催する見本市への参加費用に

ついても 50%割引とすることで合意された。オーガニック食品認定、「アルゼンチ

ン食品・自然セレクション」ラベル（法令第 26,967 号）、法令第 25,380 号及びそ

の改正又は法令第 25,127 号の規定に基づいて適切に登録された原産地名称もしく

は地理的表示を有する製品が、これらに該当する。この協定は 2021 年 12 月 31 日

まで有効で、アルゼンチンの生産部門を支援する政府の継続的取組みの一部を成し

ている。 

 

日付 2020 年 12 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 MDZ ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.mdzol.com/mdz-divinos/2020/12/25/este-es-el-vino-argentino-que-logro-el-
gran-oro-en-el-concurso-internacional-de-vino-granel-128430.html 

タイトル これが国際バルクワイン・コンクールで金賞を獲得したアルゼンチンのワインだ 

 

日付 2020 年 12 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 La Nacion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/editoriales/que-se-juega-hoy-nueva-ley-semillas-nid2549862 

タイトル 今日の新種苗法では何が議論の的となっているのか 
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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。 

 

 

 


