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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.38（2021 年 6 月分） 

2021 年 7 月 2 日発行 

日付 2021 年 6 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 サイト La Jornada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/02/sociedad/uam-y-concamin-crean-primer-
banco-de-patentes/ 

タイトル 首都圏自治大学と工業会議所連盟が初の特許バンクを設立 

 

日付 2021 年 6 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 Dinero em Imagen ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.dineroenimagen.com/management/como-y-cuanto-cuesta-registrar-una-
marca-en-mexico/134148 

タイトル メキシコにおける商標登録の方法と費用について 

 

日付 2021 年 6 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 Financiero ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/06/04/luis-leonardo-sanchez-
declaracion-de-uso-de-marca-en-mexico/ 

タイトル メキシコにおける商標使用の宣言 

 

日付 2021 年 6 月 9 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 
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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/opinion/mauricio-jalife/2021/06/08/deja-juan-lozano-
la-direccion-del-impi/ 

タイトル フアン・ロザノ氏が IMPI 長官職を退任 

 

日付 2021 年 6 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 Mundo de Hoy ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://mundodehoy.com/2021/06/11/preventix-la-invencion-mexicana-ganadora-del-
premio-impi/ 

タイトル IMPI 賞を受賞したメキシコの発明品「PREVENTIX」 

 

日付 2021 年 6 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 Imagen Radio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.imagenradio.com.mx/obtienen-instancias-de-la-unam-26-nuevas-patentes 

タイトル UNAM で新たに 26 件の特許を取得 

 

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

リンク https://www.eluniversal.com.mx/techbit/amazon-lanza-programa-para-ayudar-pymes-
proteger-sus-marcas 

タイトル アマゾン、中小企業のブランド保護を支援するプログラムを開始 

 

日付 2021 年 6 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 メキシコ産業財産庁（IMPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gob.mx/impi/prensa/la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual-y-la-salud-eje-
del-curso-de-verano-2021-ompi-impi?idiom=es 

タイトル 産業財産の保護と医療をテーマとした WIPO・IMPI 共催の夏期講習を開催 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）と世界知的所有権機関（WIPO）は、アナワク大学の協力のも
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と「産業財産と医療に関する夏期講習」を 6 月 14～25 日にかけて開催し、タチアナ・クルシエ経

済長官の講演を経て閉講した。同長官はスピーチの中で、投資を呼び込むための条件として、ま

たより豊かな社会の基盤として、イノベーションと産業財産を保護する環境を整えることが重要で

あると強調。その上で、COVID-19 のパンデミックに直面している現在の状況だけでなく、平均寿

命が伸びている現代社会においても、人々が尊厳を持って、可能な限り最高の環境で人生を過

ごすことができるよう、健康と福祉に関する開発やイノベーションが重要であると述べた。このイベン

トには、国立著作権研究所、上級行政裁判所産業財産専門会議所、税関総局、全国製薬

会議所、全国ビジネス弁護士協会、メキシコ産業財産保護協会、国立ゲノム医学研究所、国

立理工研究所、モンテレイ技術高等研究所、ヌエボ・レオン自治大学からの講演者が参加。国

際的には WIPO のほか、コロンビア国立著作権庁、チリ国立文化遺産局、チリ国立工業所有

権研究所、スペイン特許商標庁、欧州特許庁、米国食品医薬品局（FDA）、米国犯罪捜

査局からも講師を招いて行なわれた。 

 

日付 2021 年 6 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 La prensa de Monclova ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.laprensademonclova.com/2021/06/24/sec-e-impi-trabajan-de-la-mano-por-
coahuila/ 

タイトル 証券取引委員会と INPI がコアウイラ州向けに協力 

 

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

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/06/25/el-presidente-
institucionaliza-la-pirateria/ 

タイトル 大統領が押収された模倣品の販売を制度化 

 

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     
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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。  

 


