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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.39（2021 年 7月分） 

2021 年 8月 2 日発行 

日付 2021 年 7 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 Diario La Portada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diariolaportada.com.ar/2021/07/01/chubut-participo-del-lanzamiento-de-la-2-edicion-expo-
vinos-de-la-patagonia-2020/ 

タイトル チュブット州政府、第 2 回「パタゴニアワイン 2020 展示会」の開会式に参加 

 

日付 2021 年 7 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 科学技術イノベーション省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-mincyt-participo-del-programa-i-teams-cordoba-para-
fortalecer-equipos-de-innovacion 

タイトル 科学技術イノベーション省、イノベーションチームの強化を目的とした「i-Teams Cordoba プログラム」に参加 

要約 科学技術イノベーション省は、第 3 回 i-Teams Cordoba プログラムで事前に選定されたプロジェクトに対し、

産業財産権、公的資金に関するガイダンス、技術連携をテーマとした人材育成プログラムを 6 月の間に実

施した。特許出願の方法と時期、ライセンス・ロイヤルティの分配方法、商標登録のメリット、テクノロジー・

ウォッチ・エクササイズの実施方法、テクノロジー・プロジェクトに資金を提供する際の留意点がトピックとして

取り上げられた。i-Teams Cordobaプログラムは、Global Shapers Cordoba財団、コルドバ州科学技術省、

国立科学技術研究評議会（CONICET）、コルドバ科学技術センター（CCT）、コルドバ国立大学が、

UNC ビジネスインキュベーターと UNC サイエンス・テクノロジー・パークを介して共同で実施している取組み。 

 

日付 2021 年 7 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 El Agrario ※公的機関による発表 YES NO 
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リンク https://www.elagrario.com/actualidad-neuquen-trabaja-para-registrar-la-marca-patagonia-
argentina-53768.html 

タイトル ネウケン州、「Patagônia Argentina」の商標登録へ向けて取組む 

 

日付 2021 年 7 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 Notimerica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.notimerica.com/economia/noticia-lleidanet-consigue-tercera-patente-argentina-
20210709092727.html 

タイトル Lleida.net 社、アルゼンチンで 3 件目の特許を取得 

 

日付 2021 年 7 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 Perfil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.perfil.com/noticias/economia/maria-apolito-el-salto-que-tiene-que-dar-la-argentina-
es-exportar-propiedad-intelectual-y-licencias.phtml 

タイトル マリア・アポーリト氏、アルゼンチンは産業財産とライセンスの輸出という飛躍を遂げるべきだと語る 

  

日付 2021 年 7 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 Revista Perfil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.perfil.com/noticias/economia/la-venta-ilegal-callejera-subio-en-junio-62-
contra-mayo-en-ciudad-portena.phtml 

タイトル ブエノスアイレス市における 6 月の違法路上取引、5 月に比べ 6.2%増加  

 

日付 2021 年 7 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 Ambito ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/lifestyle/dia-del-amigo-que-dia-es-y-que-se-celebra-n5223496 

タイトル 友達の日：どういう祝日で、なぜ祝うのか？ 

 

日付 2021 年 7 月 16 日 

特許関連 商標関連 意匠関連 
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分野 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 Ambito ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/negocios/sustentabilidad/una-empresa-argentina-produce-la-
primera-cuchara-reciclable-y-biodegradable-del-mercado-n5224641 

タイトル アルゼンチン企業、リサイクル可能な生分解性のスプーンを初めて市場に投入 

 

日付 2021 年 7 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 科学技術イノベーション省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-programa-nacional-vintec-brindo-una-nueva-
capacitacion-sobre-vigilancia-tecnologica-e 

タイトル 「国家技術監視戦略的情報プログラム」にて、技術監視と戦略的情報に関するトレーニングを開

催 

要約 国立研究開発機構（Agencia I+D+i）が公募した「医薬品の公的生産における戦略的プロジェ

クト」の一環として開催された情報提供のための講演会に、国立研究開発機構のヴァネサ・ロウ

ェンスタイン研究部長と国家技術監視戦略的情報プログラム（Programa VINTEC）のミゲル・グ

ァリアーノ部長が参加した。この会合は、各プロジェクトの範疇に含まれる技術上の監視や戦略

的情報の研究を実施することの利点について、応募者の理解を深めるのを目的としたもの。グア

リアーノ氏によると、この募集に参加するためには、研究が 2 つの部分から成り立っている必要が

あるという。その 1 つは、研究対象とその範囲を定義し、公式・非公式の情報源から、特許、技

術論文、科学出版物、R&D&I プロジェクト、市場情報、技術移転に関する情報を収集し、技

術水準との関係で予想される展開を 5 年間分予測する技術予測である。また 2 つめとして、提

案された商品やサービスの保護とその生産に必要なステップの双方を考慮した上で、プロジェクト

のバリューチェーン全体における産業財産権に関する概要をまとめることが求められる。 

 

日付 2021 年 7 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 Jornal Misiones Online ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://misionesonline.net/2021/07/24/dia-del-interprete-musical/ 

タイトル 音楽翻訳者の日：産業財産とは何か？ 

 

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。     
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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。  


