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メキシコ知的財産ニュース(月報)

Vol.49（2022年 5月分） 

2022年 6月 2日発行 

日付 2022 年 4 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 ABC Noticias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://abcnoticias.mx/local/2022/4/28/distinguen-uanl-con-premio-impi-la-innovacion-mexicana-
161526.html 

タイトル ヌエボ・レオン自治大学（UANL）、IMPI のイノベーション賞を受賞

日付 2022 年 5 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 Portal Queretanízate ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://queretanizate.com/universitarios-uaq-obtienen-premio-impi-a-la-innovacion-mexicana/ 

タイトル ケレタロ自治大学の大学生ら、メキシコ・イノベーション大賞を IMPI より受賞

日付 2022 年 5 月 6 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 Lider Empresarial ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.liderempresarial.com/cuantas-patentes-genero-san-luis-potosi-en-2021/ 

タイトル 2021 年、サン・ルイス・ポトシ州は何件の特許を生み出したのか？ 

日付 2022 年 5 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 Arena Publica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.arenapublica.com/negocios/nearshoring-riesgo-debilidad-propiedad-intelectual-en-
mexico 

タイトル メキシコの産業財産権の脆弱性により、ニアショアリングが危機にさらされる

日付 2022 年 5 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 
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出典 サイト Jornal El Heraldo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.heraldo.mx/casi-nadie-defiende-su-proceso-creativo1/ 

タイトル 自身の創作の過程を保護する人はほとんどいない  

 

日付 2022 年 5 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 Jornal Diario Portal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diarioportal.com/2022/05/17/uaemex-se-une-a-la-red-de-centros-de-proteccion-
de-invenciones-y-marcas-del-estado-de-mexico/ 

タイトル UAEM、メキシコの発明・商標保護センターネットワークに加盟 

 

日付 2022 年 5 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 Jornal Aristegui Noticias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://aristeguinoticias.com/1805/kiosko/starbucks-pide-a-cafeterias-retirar-el-termino-
frappuccino-de-sus-menus/ 

タイトル Starbucks 社、コーヒーショップへの「frappuccino」の表記削除を要請 

 

日付 2022 年 5 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 Cronica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cronica.com.mx/academia/propiedad-intelectual-concepto-debe-
fortalecerse-investigadores-cientificos-pais.html 

タイトル 産業財産：国内の研究者・科学者の間で強化の必要な概念 

 

日付 2022 年 5 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 Jornal Punto MX ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://punto.mx/2022/05/21/quien-tiene-la-razon-asi-estan-los-derechos-de-propiedad-
en-la-familia-p-luche/ 

タイトル 誰が正しいのか？「La Familia P. Luche」の財産権はここにある 

 

日付 2022 年 5 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 Expansion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://expansion.mx/tecnologia/2022/05/24/para-innovar-en-tecnologia-debes-estar-
dispuesto-a-fallar 

タイトル 技術革新のためには、失敗を恐れないこと 
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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。  
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