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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.33（2021 年 1 月分） 

2021 年 2 月 9 日発行 

日付 2020 年 12 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 Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/30/calzado-sombreros-y-ropa-asi-se-
convirtio-armando-manzanero-en-una-marca-registrada-de-moda/ 

タイトル アルマンド・マンサネロ氏の名が靴、帽子、衣服などのファッションの商標になるまで 

 

日付 2020 年 12 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 El Financiero ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/tech/blockchain-e-inteligencia-artificial-seran-
tendencia-en-mexico-durante-2021-segun-estudio 

タイトル ブロックチェーンと人工知能がメキシコの 2021 年のトレンドになるとの調査結果 

 

日付 2021 年 1 月 4 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 Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-angel-margain/2021-doce-uvas-para-la-
propiedad-intelectual 

タイトル 産業財産分野における 2021 年へ向けた「12 粒のブドウ」 
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日付 2021 年 1 月 4 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 Heraldo de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/4/pirateria-digital-esta-en-la-mira-
impi-continua-con-campanas-de-concientizacion-241093.html 

タイトル IMPI、啓発キャンペーンを継続しデジタル海賊版を標的に 

 

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

リンク https://hidalgo.lasillarota.com/estados/hidalgo-el-octavo-lugar-nacional-en-solicitud-de-
patentes/472463 

タイトル ヒダルゴ州、特許出願数で全国 8 位に 

 

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 Diario Portal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diarioportal.com/2021/01/15/secretaria-de-cultura-federal-llama-a-la-marca-
zimmermann-a-trabajar-de-forma-etica-con-las-comunidades-indigenas/ 

タイトル 文化局、先住民コミュニティに倫理的に向き合うよう Zimmermann 社に要請 

 

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 Heraldo de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/15/hidalguense-crea-valvula-para-
duplicar-oxigenacion-en-pacientes-covid-19-245500.html 

タイトル イダルゴ州にて Covid-19 患者への酸素供給口を 2 つにするバルブが開発される 
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日付 2021 年 1 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 Lex Latin ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://lexlatin.com/opinion/auge-indicaciones-geograficas-mexico 

タイトル メキシコにおける地理的表示の重要さ 

 

日付 2021 年 1 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 サイト El Manana ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elmanana.com/patentan-marca-covid-marca-covid-impi/5243500 

タイトル 商標「Covid」の登録 

 

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 El Diario de Coahuila ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/01/27/mexico-aun-no-es-destino-de-inmigrantes-
altamente-calificados/ 

タイトル メキシコは未だ高度人材移民の目指す国となっていない 
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メキシコ知的財産ニュース（月報）はメキシコ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。 

 

 


