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アルゼンチン知的財産ニュース(月報)

Vol.57（2023年 1月分） 

2023年 2月 2日 

日付 2023 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 La Nación ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/marca-pais-como-influyen-las-trabas-
para-importar-y-exportar-en-la-imagen-argentina-en-el-exterior-nid05012023/ 

タイトル カントリー・ブランディング：輸出入障壁がアルゼンチンの海外でのイメージに与える影

響

日付 2023 年 1 月 7 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 La Nación ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/lo-que-podemos-copiarles-a-los-paises-mas-
innovadores-nid07012023/ 

タイトル 最も革新的な国から真似ることができるもの 

日付 2023 年 1 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 Abogados ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://abogados.com.ar/restricciones-marcarias-los-casos-de-mexico-y-argentina-1/31923 

タイトル 登録商標への制約：メキシコとアルゼンチンの事例から 

日付 2023 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 

出典 サ イ ト Jornal El Diario de La
Pampa

※公的機関による発表
YES NO 

リンク https://www.eldiariodelapampa.com.ar/la-pampa/10965/casa-de-piedra--se-duplicaron-las-
hectareas-de-vintildeedos-en-el-polo-productivo 

タイトル カサ・デ・ピエドラの生産パーク内のブドウ畑の面積が 2 倍に拡大

日付 2023 年 1 月 11 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 サイト Revista Lex Latin ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://lexlatin.com/noticias/argentina-nuevos-aranceles-registro-de-marcas 

タイトル アルゼンチン、新たな商標登録料を導入  

  

日付 2023 年 1 月 12 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 El Cuco Digital ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elcucodigital.com/efemerides-12-de-enero-se-celebra-en-argentina-el-dia-
del-trabajador-pizzero-y-pastelero/ 

タイトル 「ピザ職人と菓子職人の日」が 1 月 12 日にアルゼンチンで祝われる 

 

日付 2023 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 iPropUp ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iproup.com/economia-digital/37256-criptomoneda-nuevo-negocio-para-
ganar-dolar-casi-sin-poner-plata 

タイトル 資金を（ほぼ）使わずに稼げる新しい暗号ビジネス、その条件と参入方法 

 

日付 2023 年 1 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 外務・通商・礼拝省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-conjunta-con-motivo-
de-la-visita-oficial-la-republica-argentina-del 

タイトル ブラジル連邦共和国ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大統領のアルゼンチ

ン共和国への公式訪問に際しての共同声明 

要約 2023 年 1 月 23 日、ブラジル連邦共和国のルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ

大統領が、アルゼンチン共和国のアルベルト・アンヘル・フェルナンデス大統領を

親善訪問し、アルゼンチン共和国への公式訪問を行なった。ブエノスアイレス市内

で会談した両大統領は、両国の戦略的同盟関係を再確認し、幅広い分野で二国間関

係を見直すとした上で、既存の協約の履行状況を評価した。両大統領は、あらゆる

分野での関係と地域・世界的に重要な課題における二国間対話を深化・強化する意

図を改めて表明し、両国の歴史的かつ前向きな二国間関係の促進・強化を図るべ

く、大統領共同声明に署名することに合意した。特に７６．の中で、貿易と環境、

世界の食料安全保障、漁業、知的財産、健康、金融投資の円滑化などの相互の関心

事項について、世界貿易機関（WTO）内でより緊密に協力する考えを強調した。ま

た、WTO の機能全般と多国間貿易システムの信頼性を高めるためには WTO の改革

が不可欠であるとの理解を共有し、第 13 回閣僚会議における提案の提出に向けた

建設的な議論を行なうことを約束した。  
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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 サイト Revista Ambito ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/economia/nuclear/agenda-integracion-brasil-cinco-centrales-y-
una-inversion-us1000-millones-n5635276 

タイトル 核のアジェンダにおけるブラジルとの統合、5 基の原子力発電所、10 億米ドルの投

資 

 

日付 2023 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 Revista Infocampo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infocampo.com.ar/mendoza-autorizan-una-nueva-indicacion-geografica-a-
pedido-de-una-reconocida-bodega/ 

タイトル 有名ワイナリーの要請により、メンドーサに新たな「地理的表示」が認可される 

 

_________________________________________________________________________________________
   

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。    
_________________________________________________________________________________________
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