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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.41（2021年 9月分） 

2021 年 10月 2 日発行 

日付 2021 年 9 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 Revista Comercio y Justicia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://comercioyjusticia.info/opinion/plagio/ 

タイトル 盗作なのか？ 

 

日付 2021 年 9 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 Revista Infonegocios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://infonegocios.info/enfoque/este-es-el-impacto-de-las-industrias-relacionadas-con-la-
propiedad-intelectual-42-del-pib-y-sumando 

タイトル GDP の 42%を占める産業財産関連産業のインパクト  

 

日付 2021 年 9 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 Revista Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/inhouse/2021/09/08/por-que-es-importante-la-inversion-en-propiedad-
intelectual/ 

タイトル 産業財産への投資が重要な理由 

 

日付 2021 年 9 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 
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出典 サイト Jornal Comercio y Justicia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://comercioyjusticia.info/opinion/biro-me/ 

タイトル 発明家の日 

 

日付 2021 年 9 月 13 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 Cronista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/son-jovenes-exitosos-y-mueven-una-
economia-millonaria-el-nuevo-negocio-que-seduce-a-inversores-y-multis/ 

タイトル 投資家や多国籍企業を魅了し 10 億ドル規模の経済を牽引する、若く成功した人々による新ビジネス 

 

日付 2021 年 9 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 Revista Telam ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.telam.com.ar/notas/202109/568566-liberacion-patentes-vacunas-
coronavirus.html 

タイトル ワクチン特許の無効化へ向けた議論、約 2 ヶ月ぶりの会合を経ても未だ進展見せず 

 

日付 2021 年 9 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 Revista iPropUp ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iproup.com/coffee-break/25951-apple-pierde-una-demanda-contra-una-
marca-argentina-por-iwork 

タイトル 商標「iWork」をめぐるテンパリー市民による Apple 社の提訴で、裁判所が市民に有利な判決を

下す 

 

日付 2021 年 9 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 Jornal Los Andes ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.losandes.com.ar/fincas/aceite-de-oliva-a-pasos-de-la-declaracion-de-
indicacion-geografica/ 

タイトル オリーブオイルの地理的表示の宣言に向けて 
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日付 2021 年 9 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 Revista Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/deportes/2021/09/23/el-impactante-crecimiento-de-la-marca-
seleccion-argentina-en-china-tras-el-impulso-de-la-copa-america/ 

タイトル コパ・アメリカ開催を機に、中国で目覚ましい成長を遂げたサッカー・アルゼンチン代表のブランド 

 

日付 2021 年 9 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 Revista Infotechnology ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infotechnology.com/actualidad/como-y-por-que-resguardar-la-propiedad-
intelectual-de-productos-tecnologicos-multilingues-antes-de-exportar/ 

タイトル 多言語技術製品の産業財産権を輸出前に保護する方法とその理由 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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。  

 


