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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.45（2022 年 1 月分） 

2022 年 2月 2 日発行 

日付 2022 年 1 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 Revista Perfil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.perfil.com/noticias/columnistas/celac-oportunidad-para-argentina-y-la-region.phtml 

タイトル アルゼンチンと地域にとっての機会であるラテンアメリカ・カリブ諸国共同体 

 

日付 2022 年 1 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 Revista Comercio y Justicia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://comercioyjusticia.info/opinion/nft-mas-alla-del-deporte-y-el-arte/ 

タイトル NFT：スポーツとアートを超えて 

 

日付 2022 年 1 月 7 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 Memo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.memo.com.ar/economia/norma-etiquetado-vinos-argentina/ 

タイトル ワインのラベル表示に関する INV の新規則  

 

日付 2022 年 1 月 9 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 Rio Negro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.rionegro.com.ar/contratan-a-una-consultora-para-crear-la-marca-patagonia-argentina-
2111856/ 

タイトル アルゼンチン・パタゴニアの商標創設へ向けコンサルティング会社を起用  

 

日付 2022 年 1 月 12 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 iProfesional ※公的機関による発表 YES NO 
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リンク https://www.iprofesional.com/finanzas/355470-que-es-doc-el-criptodolar-que-creo-una-empresa-
argentina 

タイトル アルゼンチン企業が作ったビットコインの暗号通貨「DoC」とは？  

 

日付 2022 年 1 月 17 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/opinion/2022/01/17/winnie-the-pooh-y-la-propiedad-
intelectual/ 

タイトル 「くまのプーさん」と産業財産 

 

日付 2022 年 1 月 21 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 Bae Negocios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.baenegocios.com/sociedad/El-mundo-de-la-musica-sigue-el-ritmo-de-los-
NFTs-20220121-0081.html 

タイトル NFT と歩調を合わせる音楽界 

 

日付 2022 年 1 月 22 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/tendencias/2022/01/22/el-renacer-de-la-denominacion-de-
origen-por-que-garantiza-vinos-de-prestigio-y-calidad/ 

タイトル 原産地呼称のルネッサンス：なぜ原産地呼称がワインの高い品質を保証するのか 

 

日付 2022 年 1 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 保健省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.argentina.gob.ar/noticias/frente-al-consejo-consultivo-de-la-oms-vizzotti-
renovo-en-ginebra-el-compromiso-de 

タイトル ヴィゾッティ保健相、ジュネーブで開催された WHO 諮問委員会にて、グローバル

かつ公平な健康へのアクセスに対するアルゼンチンのコミットメントを再表明 

要約 カルラ・ヴィゾッティ保健大臣は 1 月 24 日、ジュネーブで開催された第 150 回世

界保健機関（WHO）理事会の初日に参加した。その席上、同大臣は医療上の緊急事

態の際に、医薬品・ワクチン・必要物資へのアクセスの不平等を回避するために、

保健医療製品や技術を各地で分散して生産する体制を強化することの重要性を強調

した。アルゼンチンは、アストラゼネカ社やスプートニク V 社の生産チェーンに参

加しているほか、現在臨床研究段階にある 4 つのワクチンの国家としての生産プロ

ジェクトを推進中と説明。さらにアルゼンチンは、ブラジル、南アフリカととも

に、公共医療・イノベーション・産業財産分野の世界戦略及び行動計画の実施を

2030 年まで延長する提案を行なったことを報告した。「我々は国際社会が連帯した
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努力を必要とする医療上の課題について、地域とグローバル、2 つの水準で引き続

き取り組んでいくことを改めて表明する」と締めくくった。 

 

日付 2022 年 1 月 31 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 Jornal Qué Digital ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://quedigital.com.ar/espacio-no-editoral/protege-tus-inventos/ 

タイトル 発明を保護しよう 

 

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

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。  
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