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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.34（2021 年 2 月分） 

2021 年 3 月 12 日発行 

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

リンク https://dosmundos.com/2021/01/30/luis-miguel-lanzara-su-propio-sello-discografico/ 

タイトル 歌手ルイス・ミゲル氏、自身のレコードレーベルを立ち上げ 

 

日付 2021 年 2 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 Doble Amarilla ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.dobleamarilla.com.ar/liga-/debido-al-litigio-por-la-herencia--el-proximo-
torneo-no-podra-llevar-el-nombre-de-diego-maradona_a601847afbbcd9c5c4f882c95 

タイトル 遺産相続の紛糾により、ディエゴ・マラドーナの名称を次回トーナメントで使用不可能に 

 

日付 2021 年 2 月 5 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 Prensa Latina ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=428352&SEO=presidentes-de-
argentina-y-francia-realizan-videoconferencia 

タイトル アルゼンチン・フランス両首脳がビデオ会談に臨む 
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日付 2021 年 2 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 Dircomfidencial ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://dircomfidencial.com/marketing-digital/google-lanza-news-showcase-en-reino-
unido-y-argentina-20210211-0400/ 

タイトル Google、News Showcase を英国とアルゼンチンで開始 

 

日付 2021 年 2 月 12 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 Infotechnology ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infotechnology.com/actualidad/argentina-pierde-en-innovacion-y-tecnologia-
frente-a-brasil-se-cierra-otra-canilla-de-dolares/ 

タイトル アルゼンチン、イノベーションとテクノロジーでブラジルに敗れる 

 

日付 2021 年 2 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 サイト iProUP ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iproup.com/innovacion/20638-economia-del-conocimiento-empleo-cobro-
en-dolares-y-afip 

タイトル 知識経済において連邦歳入管理庁の果たす役割 

 

日付 2021 年 2 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 サイト Télam ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.telam.com.ar/notas/202102/545419-crece-la-presion-en-la-omc-por-una-
exencion-en-los-derechos-intelectuales-de-vacunas.html 

タイトル ワクチンの産業財産権の無効化を求めるWTO への圧力が高まる 
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日付 2021 年 2 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 Hoy Dia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.hoydia.com.ar/politica/78704-argentina-y-mexico-se-unen-en-el-reclamo-
por-las-vacunas.html 

タイトル アルゼンチン、メキシコのワクチン提案に合流 

 

日付 2021 年 2 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 Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/america/mundo/2021/02/27/la-oms-apoyo-la-iniciativa-para-
suspender-las-patentes-en-la-fabricacion-de-las-vacunas-contra-el-covid-19/ 

タイトル WHO、COVID-19 ワクチンの製造において特許の効力を一時停止する取組みを支持 

 

日付 2021 年 2 月 28 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/fortificados-mucho-mas-que-un-vino-para-postre/ 

タイトル 単なる食後酒ではない、酒精強化ワイン 
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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。 

 

 


