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メキシコ知的財産ニュース(月報)

Vol.51（2022年 7月分） 

2022年 8月 2日発行 

日付 2022 年 6 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 BCS Noticias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.bcsnoticias.mx/han-iniciado-8-procedimientos-por-derechos-de-autor-en-contra-de-
hoteles-en-baja-california-sur-1/ 

タイトル バハ・カリフォルニア・スル州のホテルに対し、8 件の著作権侵害を提訴 

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

リンク https://www.liderempresarial.com/queretaro-habra-ciclo-de-conferencias-sobre-propiedad-
intelectual-en-industrias-creativas/ 

タイトル クリエイティブ産業における産業財産に関する会合をケレタロ州で開催

日付 2022 年 7 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 Jornal El Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-angel-margain/suprema-corte-y-propiedad-
intelectual-dos-anos-del-t-mec 

タイトル USMCA 発効から 2 年を迎えた最高裁と産業財産 

日付 2022 年 7 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 

出典 サイト Revista Animal Politico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.animalpolitico.com/2022/07/plagio-textiles-nueva-ley-proteccion-patrimonio-cultural/ 

タイトル 手作り織物の盗作事例に光を当てた文化遺産を保護する新しい連邦法 

日付 2022 年 7 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 
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出典 サイト Jornal La Jornada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jornada.com.mx/2022/07/13/cultura/a04n2cul 

タイトル コンテンツを検閲する弾圧キャンペーンを糾弾する Pirateca  

 

日付 2022 年 7 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 EMEEQUIS ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.m-x.com.mx/al-dia/el-inai-le-da-la-razon-a-emeequis-desmiente-desmentido-
de-conacyt 

タイトル INAI、EMEEQUIS 誌に賛同し Conacyt の「否定」を否定 

 

日付 2022 年 7 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 IDC Online ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://idconline.mx/corporativo/2022/07/21/como-funciona-la-denominacion-de-origen-
en-mexico 

タイトル メキシコにおける原産地名称の仕組み 

 

日付 2022 年 7 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 Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/negocios/mezcal-pirata-toma-los-bares-del-mundo 

タイトル 模倣品のメスカルが世界のバーを席巻 

 

日付 2022 年 7 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 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/2022/07/27/avanza-programa-
del-impi-para-mujeres-innovadoras/ 

タイトル IMPI のイノベーティブな女性のためのプログラムが前進 

 

日付 2022 年 7 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 Portal UANL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://vidauniversitaria.uanl.mx/salud/impulsa-uanl-tratamiento-anticancer-sin-efectos-
secundarios/ 

タイトル ヌエボ・レオン自治大学、副作用のない抗がん剤治療を推進 
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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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