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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.33（2021 年 1 月分） 

2021 年 2 月 9 日発行 

日付 2021 年 1 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 Los Andes ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.losandes.com.ar/guarda14/reduccion-fue-reconocida-como-una-nueva-ig-de-
mendoza/ 

タイトル レドゥクシオン地区をメンドーサの新たな地理的表示として認定 

 

日付 2021 年 1 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 La Nacion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/sociedad/biosimilares-instrumento-util-sustentabilidad-del-
sistema-nid2536481 

タイトル バイオ類似体：医療システムの持続可能性を高める有益な手法 

 

日付 2021 年 1 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 Pagina 12 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.pagina12.com.ar/316358-como-se-aplica-el-suero-equino-y-cual-es-su-
resultado 

タイトル ウマ血清はどのように用いられ、どのような効用があるのか？ 
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日付 2021 年 1 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 La Nacion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/economia/la-increible-historia-boyita-que-se-armo-
nid2567000 

タイトル Boyita の不可思議な歴史、そして政府が投稿した投稿がなぜ議論を呼んだのか 

 

日付 2021 年 1 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 Revista G7 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://revistag7.com/innovacion-en-capsulas/ 

タイトル カプセルのイノベーション 

 

日付 2021 年 1 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 Izquierda Diario ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.laizquierdadiario.com/Vacuna-argentina-cerca-de-finalizar-la-fase-preclinica 

タイトル アルゼンチン製ワクチンが前臨床試験フェーズの最終段階へ 

 

日付 2021 年 1 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 Rio Negro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.rionegro.com.ar/propiedad-intelectual-en-pandemia-1651123/ 

タイトル パンデミック下の産業財産 
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日付 2021 年 1 月 18 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 Intransigente ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elintransigente.com/2021/01/myriam-bregman-contra-los-laboratorios-que-se-
quedaron-con-las-patentes-de-las-vacunas-es-un-limite-irracional/ 

タイトル ミリアン・ブレグマン氏、ワクチン特許を保持する製薬会社を「不合理な制約を課している」と批判 

 

日付 2021 年 1 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 Ser Argentino ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.serargentino.com/turismo/por-que-hablamos-de-sabores-unicos-cuando-
hablamos-de-jujuy 

タイトル フフイ州について語る時、なぜその独特の味覚を語らざるを得ないのか 

 

日付 2021 年 1 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 iProfessional ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iprofesional.com/actualidad/332260-clausuraron-una-bodega-que-vendia-
champagne-con-cannabis 

タイトル 大麻のワイン？この製品を販売するワイナリーが閉店 
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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。 

 

 


