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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.45（2022 年 1 月分） 

2022 年 2月 2 日発行 

日付 2021 年 12 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 Jornal El Heraldo de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://heraldodemexico.com.mx/estilo-de-vida/2021/12/30/del-tequila-al-cafe-denominaciones-
de-origen-en-mexico-364726.html 

タイトル メキシコの原産地呼称制度、テキーラからコーヒーまで 

 

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

リンク https://www.forbes.com.mx/adios-2021-esto-nos-dejo-la-propiedad-intelectual/ 

タイトル さようなら 2021 年、産業財産が私たちに残したもの  

 

日付 2022 年 1 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 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/2022/01/05/propiedad-intelectual-retos-
para-el-2022/ 

タイトル 産業財産分野における 2022 年の課題  

 

日付 2022 年 1 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 Jornal El Financiero ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2022/01/05/registros-ante-el-impi-crecen-
durante-2021/ 

タイトル IMPI への登録数、2021 年に伸長  

 

日付 2022 年 1 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 
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出典 サイト Revista Tec Review ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://tecreview.tec.mx/2022/01/10/emprendimiento/franco-canseco-y-su-invencion-para-
combatir-el-insomnio-que-la-rompio-en-el-ces/ 

タイトル CES で「爆発的な注目」を寄せたメキシコ人少年の発明品  

 

日付 2022 年 1 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 Forbes Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.forbes.com.mx/negocios-banamex-un-banco-dueno-de-2500-marcas-en-
mexico/ 

タイトル メキシコで 2,500 の商標を保有する Banamex 銀行 

 

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

リンク https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/universidad-autonoma-del-edomex-produce-
su-propio-gel-antibaceterial-ante-covid-19 

タイトル メキシコ州立自治大学が独自の COVID-19 抗菌ジェルを製造 

 

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 Jornal Quadratin ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://mexico.quadratin.com.mx/fgr-apaga-6-millones-de-cigarros-apocrifos/ 

タイトル 共和国総検察庁、600 万本の違法タバコを破壊処分 

 

日付 2022 年 1 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 Asuntos Legales ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jorge-ortega-cruz-2938627/la-denominacion-
de-origen-mezcal-3292570 

タイトル 原産地呼称としてのメスカル 

 

日付 2022 年 1 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/oliver-galindo/2022/01/25/un-pais-sin-mucha-
ciencia/ 

タイトル 科学に乏しい国におけるイノベーションへの投資 
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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      

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。  

 


