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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.46（2022年 2月分） 

2022年 3月 2日発行 

日付 2022 年 2 月 1 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 Infocielo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://infocielo.com/nasa/la-otra-nasa-detras-del-contrato-nuclear-china-n730423 

タイトル もう 1 つの NASA：中国との核開発契約の裏側  

 

日付 2022 年 2 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 Ámbito ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/economia/china/ruta-la-seda-analistas-debaten-cuanto-impactara-el-
saldo-comercial-n5367589 

タイトル シルクロード：中国との貿易収支にどれだけの影響を与えるかをアナリストらが分

析 

 

日付 2022 年 2 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 Jornal Clarin ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.clarin.com/opinion/argentina-triangulo-autonomico_0_x76mKp4wnh.html 

タイトル アルゼンチンと自律型のトライアングル 

 

日付 2022 年 2 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 Revista NA Abogados ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noetingeryarmando.com/propiedad-industrial/plazos-de-vigencia-improrrogables-y-
demoras-en-el-tramite-de-patentes-en-latinoamerica/ 

タイトル ラテンアメリカにおける特許の手続きの遅れと有効期間が延長不可能であることの

制約 

 

日付 2022 年 2 月 13 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 Jornal TN ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://tn.com.ar/deportes/2022/02/13/claves-del-proceso-de-naming-del-estadio-de-river/ 

タイトル リバープレートのスタジアムのネーミング手続き  

 

日付 2022 年 2 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 El Planteo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elplanteo.com/inase-certificacion-cannabis-argentina/ 

タイトル アルゼンチン国立種子研究所とアルゼンチン産大麻の認定について 

 

日付 2022 年 2 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 Revista El Sol ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsol.com.ar/el-mundo/la-union-europea-defendio-las-patentes-de-las-
vacunas-ante-el-pedido-de-africa-de-liberarlas 

タイトル EU、ワクチン特許の解放を求めるアフリカ諸国の声に対抗し特許を擁護 

 

日付 2022 年 2 月 23 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 Ambito ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/economia/patagonia/bodegas-argentina-y-chile-se-enfrentan-la-
marca-n5378519 

タイトル 商標 Patagônia をめぐり、アルゼンチンとチリのワイナリーが対立 

 

日付 2022 年 2 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 Revista Rio Negro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.rionegro.com.ar/economia/buscan-cuidar-patagonia-argentina-2173146/ 

タイトル 商標「Patagônia Argentina」の保護で州政府が前進 

 

日付 2022 年 2 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 Revista Ambito ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/deportes/diego-maradona/matias-morla-sufrio-un-reves-
judicial-contra-las-hijas-maradona-n5382496 

タイトル マティアス・モーラ氏、マラドーナの娘らとの裁判に敗れる 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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。  

 

 


