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メキシコ知的財産ニュース(月報)

Vol.47（2022年 3月分） 

2022年 4月 2日発行 

日付 2022 年 3 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 Jornal El Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Caniem-ira-a-la-caza-de-pirateria-de-libros-en-
Mercado-Libre-20220302-0159.html 

タイトル 全国メキシコ出版産業会議所、Mercao Libre 上の海賊版書籍の対策へ 

日付 2022 年 3 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 Revista Aldades de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/artesanias-oaxaquenas-protegidas-bajo-
propiedad-industrial/ 

タイトル 産業財産権で保護されるオアハカ州産の手工芸品 

日付 2022 年 3 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 Revista IDC Online ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://idconline.mx/corporativo/2022/03/03/es-posible-proteger-una-marca-fuera-de-mexico 

タイトル メキシコ国外で商標を保護することは可能か？

日付 2022 年 3 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 Jornal El Sol de Mazatlan ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/impulsaran-promocion-de-mazatlan-con-la-marca-mzt-
7945852.html 

タイトル マサトラン市、商標「MZT」を用いてプロモーションを展開

日付 2022 年 3 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 
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出典 Jornal El Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Y-ahora-que-hay-una-ley-como-hacer-valer-los-
derechos-colectivos-20220304-0004.html 

タイトル 法律化された今、商標の集団的権利はどのように行使できるのか？  

 

日付 2022 年 3 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 Quadratin ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://mexico.quadratin.com.mx/unam-impartira-curso-en-linea-sobre-propiedad-
intelectual/ 

タイトル メキシコ国立自治大学、産業財産に関するオンライン講習を提供 

 

日付 2022 年 3 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 サイト Revista Cluster Industrial ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.clusterindustrial.com.mx/noticia/4648/ford-de-mexico-lider-en-innovacion-y-
desarrollo-de-patentes 

タイトル 技術革新と特許開発を牽引するメキシコの Ford 社  

 

日付 2022 年 3 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 Revista Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/negocios/economia-busca-cuidar-propiedad-intelectual-
artesanos-comunidades 

タイトル 経済省、民芸作家の産業財産の保護を目指す 

 

日付 2022 年 3 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 Jornal El Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hacia-una-mayor-cooperacion-con-la-OMPI-
20220329-0006.html 

タイトル WIPO との連携強化に向けて 

 

日付 2022 年 3 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 Jornal El Peruano ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elperuano.pe/noticia/142263-mexico-y-peru-comprometen-apoyo-mutuo-para-
fortalecer-denominaciones-de-origen 

タイトル メキシコとペルー、原産地名称の強化に向けた相互支援で合意 
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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。  

_________________________________________________________________________________________ 


