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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.40（2021年 8月分） 

2021年 9月 2日発行 

日付 2021 年 8 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 Revista iProfessional ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iprofesional.com/negocios/344745-por-que-bayer-monsanto-suspendio-su-negocio-
de-soja-en-el-pais 

タイトル 法律による圧力：バイエル モンサント社がアルゼンチンの大豆事業を停止した理由 

 

日付 2021 年 8 月 6 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 El Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://eleconomista.com.ar/2021-08-pymes-innovar-como-proceso/ 

タイトル 中小企業：過程としてのイノベーション 

 

日付 2021 年 8 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 Jornal iProUp ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iproup.com/redes-sociales/25112-debaten-si-la-digitalizacion-amenaza-a-la-
propiedad-intelectual 

タイトル Telefónica Movistar 財団、デジタル化と産業財産についての会議を開催 

 

日付 2021 年 8 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 APF Digital Agency ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=360314 

タイトル 司法高等裁判所、アルゼンチン憲法司法協会と協定を締結 

 

日付 2021 年 8 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 
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出典 サイト EFE エージェンシー ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.efe.com/efe/america/deportes/la-justicia-argentina-devuelve-al-abogado-de-
maradona-el-uso-las-marcas-comerciales/20000010-4607969 

タイトル アルゼンチン司法当局、マラドーナ氏の弁護士に商標使用権を返還 

 

日付 2021 年 8 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 Radio Rio Negro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.rionegro.com.ar/la-justicia-ordena-pagar-por-ofrecer-tv-en-cabanas-de-
turistas-en-bariloche-1924221/ 

タイトル バリローチェ市のホテルに客室テレビの使用料支払い義務ありと司法が判断 

 

日付 2021 年 8 月 19 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 Excelsior ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/hijas-de-maradona-niegan-hostigamiento-
digital/1466922 

タイトル マラドーナ氏の娘らがデジタルハラスメントを否定 

 

日付 2021 年 8 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 Informativo El Chubut ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elchubut.com.ar/regionales/2021-8-21-18-8-0-provincia-realizo-taller-sobre-
propiedad-intelectual-para-emprendedores 

タイトル チュブット州にて、起業家を対象とした産業財産に関するワークショップを開催 

 

日付 2021 年 8 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 Revista Be Incrypto ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://es.beincrypto.com/productora-argentina-entretenimiento-ozono-lanza-
convocatoria-nft/ 

タイトル アルゼンチンのエンターテイメント制作会社 Ozono、NFT 作品の募集を開始 

 

日付 2021 年 8 月 26 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 Jornal La Nación ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/estiman-que-no-ingresan-
mas-de-us3300-millones-por-no-reconocerse-la-propiedad-intelectual-en-soja-
nid25082021/ 
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タイトル およそ 33 億米ドルの大豆関連の産業財産が国内に還流せず 

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。  


