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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.41（2021年 9月分） 

2021 年 10月 2 日発行 

日付 2021 年 9 月 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 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/impi-y-conalep-colaboran-para-que-la-comunidad-estudiantil-
complete-su-servicio-social-y-practicas-profesionales-en-propiedad-industrial?idiom=es 

タイトル IMPI、CONALEP との協力の元、社会奉仕活動や産業財産権に関する専門的なインターンシップの機会

を学生コミュニティに提供 

要約 国立専門技術教育高校（CONALEP）のエンリケ・クー事務局長とメキシコ産業財産庁（IMPI）のアル

フレド・レンドン長官は、「産業財産アドバイザー」プロジェクトを開始した。このプロジェクトは、2021 年 9～

12 月の間に、最大 3,000 人の CONALEP の学生が、商標や発明の登録・保護について学びながら、社

会奉仕活動や専門的なインターンシップを完了できるようにすることを目的としたもの。この前例のない協力

関係は、同校の多くの学生に対し、産業財産権について学びながら社会活動を行う機会を提供する。レ

ンドン長官は、メキシコの若者らに対する同庁の取組みを紹介。学生たちは産業財産権保護の価値を学

び、地域社会に変革をもたらす存在になっていくと語った。また、若者がイノベーションを起こし、経済成長を

促進するためにこのような取組みを推進するという CONALEP 事務局長のビジョンを称賛し、社会奉仕活

動や専門的なインターンシップに充てられた時間が、国の利益のために変革をもたらす効果を生むと述べ

た。 

 

日付 2021 年 9 月 5 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 Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/politica/vox-busca-registrar-su-marca-en-mexico 

タイトル スペインの PAN 系政党「VOX」、メキシコで商標登録を目指す 

 

日付 2021 年 9 月 8 日 
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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 Presente ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diariopresente.mx/tabasco/exclusividad-y-temporalidad-dentro-de-las-ventajas-del-
registro-de-la-propiedad-industrial-impi/300985 

タイトル IMPI、産業財産権登録のメリットである排他性と一時性について解説 

 

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 Jornal La Prensa ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.la-prensa.com.mx/analisis/viola-segalmex-patente-del-impi-7208033.html 

タイトル メキシコ食品安全庁、IMPI の付与した特許を侵害 

 

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 Portal GenteTLX  ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://gentetlx.com.mx/2021/09/13/otorga-impi-registro-de-marca-a-catorce-diarios-digitales-del-
consejo-de-medios-de-comunicacion-de-tlaxcala/ 

タイトル IMPI、トラスカラ州メディア評議会の 14 のデジタル新聞に商標登録を付与  

 

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

リンク https://lideresmexicanos.com/noticias/cerveza-victoria-recibe-declaratoria-de-marca-
famosa/ 

タイトル Cerveza Victoria が「著名商標宣言」を取得 

 

日付 2021 年 9 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 El Express ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=263944 

タイトル サン・ルイス・ポトシ自治大学、産業財産権の登録を奨励 
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日付 2021 年 9 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 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/secretaria-de-economia-e-impi-declaran-a-infonavit-
como-marca-famosa-283609?idiom=es 

タイトル 経済産業省と IMPI が「Infonavit」を著名商標に認定 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、タチアナ・クルシエ経済長官の主宰する式典で、全国労働者

住宅協会（Infonavit）に著名商標の称号を付与した。これにより同商標は、今後あらゆる事

業分野で独占的に使用できるよう保護されることとなる。またこの措置は、住宅購入時や同協

会にて行なう手続きやその他サービスの際に、労働者を保護するのにも役立つ。IMPI のアルフレ

ド・レンドン長官は、Infonavit が著名商標の称号を得たこと、そして 40 年以上にわたり全ての国

内労働者が家という基本的な資産を手に入れるための一助を図ってきたことで築き上げられた

名声を称えた。商標「Infonavit」は、一般の人々の間では 99.5%、実業界では 100%の商標認

知度があり、国民に住宅ローンを提供する組織の中ではリーダー的存在となっている。 

 

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

リンク https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/mas-de-29-mil-productos-llevaran-la-marca-
hecho-en-oaxaca-la-primera-de-este-tipo-en-el-pais 

タイトル 国内初の「Hecho en Oaxaca」ブランドを 29,000 点以上の商品に採用 

 

日付 2021 年 9 月 29 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 Capitalino ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elcapitalino.mx/nacion/anuncia-impi-cambios-en-su-estructura-organica/ 

タイトル IMPI の組織変更について 
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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。  

 


