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

リンク https://www.milenio.com/cultura/literatura/delincuencia-invierte-en-pirateria-de-libros 

タイトル 書籍の模倣品に投資する犯罪者たち 

 

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

リンク https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hijo-de-amlo-registra-las-marcas-rocio-chocolate-
y-finca-rocio 

タイトル 大統領の息子が商標「Rocío Chocolate」「Finca Rocío」を IMPI に登録 

 

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

リンク https://www.forbes.com.mx/propiedad-intelectual-en-la-nueva-normalidad/ 

タイトル ニューノーマル下での産業財産 

 

 

 

 



 
 

6 

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

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 El Sol de Hidalgo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/plantean-ley-para-proteger-las-artesanias-
5866251.html 

タイトル 民芸作家を保護するための法案 

 

日付 2020 年 10 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 Dinero Em Imagen ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.dineroenimagen.com/economia/5-cambios-que-traera-el-t-mec-las-marcas-
en-mexico/127419 

タイトル USMCA 協定がメキシコの商標にもたらす 5 つの変化 

 

日付 2020 年 10 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 Merca 2.0 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.merca20.com/ni-disney-se-resiste-al-dia-de-muertos-estos-son-sus-mickey-y-
minnie-catrinas/ 

タイトル あのディズニーでさえも「死者の日」に屈する 

 

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 Diario Contra Réplica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.contrareplica.mx/nota-Alebrijes-quedan-protegidos-contra-el-plagio-en-
Mexico-y-el-extranjero-2020201041 

タイトル アレブリヘス、メキシコ国内外での盗用から保護される 
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日付 2020 年 10 月 21 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 Reporte Indigo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.reporteindigo.com/opinion/el-impi-con-esteroides-propiedad-intelectual-
facultades-recursos/ 

タイトル ステロイドを塗った IMPI 

 

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

リンク https://www.eleconomista.com.mx/opinion/IMPI-transparenta-patentes-y-cambia-el-
juego-para-genericos-20201026-0009.html 

タイトル IMPI、特許の透明性を向上させジェネリック医薬品のゲームチェンジを図る 

 

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

リンク https://www.forbes.com.mx/las-fintech-requieren-de-mayor-conocimiento-en-temas-de-
propiedad-industrial-e-intelectual/ 

タイトル 産業財産に関する深い理解が必要とされるフィンテック 
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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。 

 

 

 


