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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.40（2021年 8月分） 

2021年 9月 2日発行 

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

リンク https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Un-fiscal-extraviado-20210730-0005.html 

タイトル 迷える検察官 

 

日付 2021 年 8 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 Asi Sucede ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://asisucede.com.mx/recaba-comecyt-alrededor-de-100-mdp-via-sanciones-electorales/ 

タイトル メキシコ科学技術評議会、選挙制裁で約 1 億ペソを回収 

 

日付 2021 年 8 月 10 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/el-impi-facilita-la-presentacion-de-la-declaracion-de-uso-de-
marcas-avisos-y-nombres-comerciales-por-medio-de-sus-servicios-electronicos-279218?idiom=es 

タイトル IMPI、商標・広告・商号の使用宣言書の提出を、電子サービスにより容易に 

要約 2018 年 8 月 10 日以降に付与された商標権は、付与から 3 年以内に使用宣言書を提出しなけ

ればならず、期限が切れてからも 3 ヶ月間の猶予が設けられている。その際には、特徴的

な標識を効果的に使用している具体的な商品やサービスを提示することが求められる。こ

れは、産業財産権の保護に関する連邦法第 233 条及び第 11 条に基づくもので、特徴的標識

の保護を継続するために必要とされている。メキシコ産業財産庁（IMPI）ではこれに関連

し、インフォグラフィック、ビデオ、バーチャルアドバイスなどのツールをユーザーに提

供している。 

 

日付 2021 年 8 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 Merca 20 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.merca20.com/inicia-tianguis-del-bienestar-propuesta-de-amlo-sobre-productos-
decomisados/ 



Copyright©2017 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 
2 

 

タイトル 「Tianguis del Bienestar」を開始：没収品に関する AMLO 大統領の提案 

 

日付 2021 年 8 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 Union Guanajuato ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.unionguanajuato.mx/2021/08/13/el-molcajete-de-guanajuato-obtiene-denominacion-
de-origen-por-parte-del-impi/ 

タイトル グアナファト産のモルカヘテが IMPI の原産地名称（地理的表示）に認定される 

 

日付 2021 年 8 月 16 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 Financiero ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/08/16/empresa-de-elon-musk-quiere-
quitarle-la-marca-starlink-a-la-firma-mexicana-stargroup/ 

タイトル イーロン・マスク氏、メキシコのスターグループから商標「Starlink」の剥奪を企図 

 

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 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/firma-del-convenio-de-colaboracion-impi-
fonart?idiom=es 

タイトル IMPI-FONART 協力協定の締結 

要約 メキシコ産業財産庁（ IMPI）と、文化省の機関である国立手工芸振興基金

（FONART）は、国内の伝統的なクリエイターコミュニティにおける産業財産権の

促進のために協業することを目的とした協力協定を締結した。FONART のエンマ・

ジャネス・リーゾ代表と IMPI のアルフレド・レンドン・アルガラ長官が協定書に

署名をおこなったもの。今回のコラボレーションについて、エンマ代表は「全国の

小さな工芸品工房の 1 つ 1 つを保護し、職人たちが自信を持って商標を登録できる

ようにすることを目指す」と述べている。一方のレンドン長官は、工芸品コミュニ

ティにおける産業財産権の利用を促進するという同庁の取組みを強調し、FONART

との提携によって、職人らの創作物を保護するためのツールへのアクセスが普及す

ると指摘した。IMPI はこれらツールを活用し、職人たちに自身らの製品の商標登録

を申請する方法をアドバイスし、創作物の商業的可能性を広げていく。 

 

日付 2021 年 8 月 20 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 Marketing4ECommerce 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク https://marketing4ecommerce.mx/97-de-fidelidad-en-los-productos-los-marketplaces-
contra-la-pirateria-en-mexico/ 

タイトル 製品が正規品である割合を 97%に：模倣品に対処するメキシコのマーケット 
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日付 2021 年 8 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 Jornal El Financiero ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/2021/08/25/cumple-un-ano-la-
nueva-ley-de-propiedad-industrial/ 

タイトル 新産業財産権法が施行 1 年を迎える 

 

日付 2021 年 8 月 28 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 El Universal Puebla ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversalpuebla.com.mx/economia-y-negocios/alto-al-chile-en-nogada-
fake-gestionan-certificacion-de-marca-del-platillo 

タイトル 「Chile en Nogada」料理の商標認証 
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