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メキシコ知的財産ニュース(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 Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/estados/Nuevo-Leon-entre-los-estados-donde-mas-se-
comercializa-mercancia-pirata-20200830-0024.html 

タイトル 模倣品が最も販売される州 

 

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

リンク https://wildentrepreneur.org/la-franquicia-y-la-nueva-ley-de-proteccion-a-la-propiedad-
industrial/ 

タイトル フランチャイズと新たな産業財産保護法 

 

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

リンク https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/03/amlo-y-beatriz-gutierrez-muller-
ya-son-marcas-registradas-aqui-te-decimos-si-tendras-que-pagarles-regalias/ 

タイトル メキシコ大統領と夫人の名称が登録商標に  

 

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

リンク https://www.diariojuridico.com/mexico-garantizar-la-libertar-de-expresion-en-la-web/ 

タイトル メキシコにおける Web 上の表現の自由の保障  
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日付 2020 年 9 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 SDP Noticias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.sdpnoticias.com/internacional/nueva-zelanda-tequila-proteccion-marca-de-
certificacion-registro.html 

タイトル ニュージーランドがテキーラの産業財産権の保護を付与 

 

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

リンク https://diarioportal.com/2020/09/13/investigadores-de-uaem-obtuvieron-otra-patente-
de-modelo-industrial-ante-el-impi/ 

タイトル メキシコ自治大学の研究者らが IMPI にて新たな意匠を取得 

 

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 Lopez-Doriga Digital ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://lopezdoriga.com/nacional/yo-no-cobro-por-eso-asegura-amlo-tras-registro-de-su-
nombre-al-impi/ 

タイトル 大統領、IMPI への氏名の商標登録の後「何の対価も求めない」とコメント 

 

日付 2020 年 9 月 24 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 Jornada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jornada.com.mx/ultimas/tiempo-de-industria/2020/09/24/impi-declara-
marca-famosa-a-estafeta-3053.html 

タイトル IMPI、Estafeta を著名商標として宣言 

 

日付 2020 年 9 月 24 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 Forbes Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.forbes.com.mx/forbes-report-cafe-pluma-un-distintivo-de-altura/ 

タイトル プルマ産コーヒー、標高が生み出す違い 
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日付 2020 年 9 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 Alto Nivel ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.altonivel.com.mx/opinion/se-pueden-registrar-marcas-denigrantes-u-
ofensivas/ 

タイトル 「品位を損ない不快感を与える」商標の登録は認められるのか？ 

 

 

 

メキシコ知的財産ニュース（月報）はメキシコ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。 

 

 


