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No,7973 〃 〃 平.6-7 68点 ￥24,500
No,7621 〃 〃 平.4-5 69点 ￥24,700
No,7320 〃 〃 平.2-3 67点 ￥23,700
No,7648 〃 コーヒーパックとドリッパー 平.4-5 153点 ￥36,600
No,7724 〃 コーヒー豆の焙煎方法と装置 平.4-5 54点 ￥21,400
No,7323 〃 〃 平.2-3 74点 ￥23,700
No,7375(A) 〃 コーヒーの脱カフェイン方法と製品 昭.53-平.3 53点 ￥23,300
No,〃 (B) 〃 コーヒー豆の加工方法と装置 昭.53-平.3 60点 ￥23,700
No,7647 〃 ココアの製造加工方法と製品 昭.57-平.5 68点 ￥25,700
No,7589 〃 紅茶の製造法とその抽出液 昭.63-平.4 75点 ￥25,500
No,7556(A) 〃 インスタント麦茶の製造加工方法 昭.61-平.4 43点 ￥16,900
No,〃 (B) 〃 緑茶飲料の製造加工方法 昭.63-平.4 60点 ￥26,200
No,7529 〃 ウーロン茶の処理加工方法と製品 平.2-4 59点 ￥21,300
No,7588 〃 ミネラル・ウォーターの製造加工方法 昭.61-平.4 74点 ￥23,400
No,7772(A) 公告特許 コーヒー飲料の製造加工方法 平.1-5 53点 ￥21,300
No,〃 (B) 〃 コーヒー豆の焙煎方法と装置 平.1-5 73点 ￥26,300
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1 容器入りコーヒー飲料 東洋製罐株式会社 36 食品の保存性向上剤 理研ビタミン株式会社

2
ＤＦＡと砂糖を含有するコーヒー用調味
料

株式会社ファンケル 37 容器詰コーヒー飲料 花王株式会社

3
ＤＦＡと砂糖を含有するコーヒーエキス
組成物及び飲料

株式会社ファンケル 38 蒸気抽出装置
株式会社ポッカコーポレー
ション

4 乳化安定剤および乳飲料 三菱化学株式会社 39 コーヒー液の製造方法 花王株式会社

5
コーヒーフレーバー組成物および該フ
レーバー組成物を含有する飲食品類

川崎　清光 40 コーヒー液の製造方法 花王株式会社

6
芳香コーヒーオイルの製造方法および
その利用

ユーシーシー上島珈琲株
式会社

41
動・植物エキス溶液の製造方法、動・
植物エキス溶液及びこれを含有してな
る健康飲料・食品、化粧品又は医薬品

有限会社裕峯

7 容器詰飲料の製造方法 東洋製罐株式会社 42
弱酸性乳タンパク質含有飲料の製造
方法

明治乳業株式会社

8
乳化安定剤およびこれを含有する乳
飲料

三菱化学株式会社 43 ソリュブルコーヒー組成物 花王株式会社

9 クロロゲン酸含有飲料
味の素ゼネラルフーヅ株式
会社

44 容器詰飲料 花王株式会社

10 新式缶コーヒーとそれに関連する発明 永井　正哉 45 コーヒーおよびクリーム組成物
クラフト・フーヅ・リサーチ・
アンド・ディベロップメント・イ
ンコーポレイテッド

11
アントシアニジンまたはアントシアニン
を含むコーヒー飲料

藤井　政志 46 機能性飲食品 株式会社創研

12 ペプチド含有飲料
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

47
乳酸菌を用いたコーヒー生豆の処理方
法

サントリー株式会社

13 苦渋味抑制剤 三井農林株式会社 48 脱脂粉乳 雪印乳業株式会社

14 コーヒー風味強化用組成物 太陽化学株式会社 49 コーヒー飲料の製造方法 小川香料株式会社

15
レギュラーコーヒー、コーヒー飲料およ
びコーヒーの加工方法

石光商事株式会社 50 コーヒーの殺菌方法
株式会社ポッカコーポレー
ション

16
コーヒー生豆加工物，飲料抽出用加工
物及びその加工物を用いた飲料

キーコーヒー株式会社 51 クロロゲン酸類の効率的抽出方法
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

17 飲食品及び抗疲労剤
株式会社ポッカコーポレー
ション

52 容器詰コーヒー飲料 花王株式会社

18
体内脂肪低減作用を有する組成物お
よびこれを含有する飲食物

味の素ゼネラルフーヅ株式
会社

53 容器詰コーヒー飲料 花王株式会社

19
Ｌ値２４以下の焙煎コーヒー豆より得ら
れるコーヒー抽出液及び乳成分を含有
するミルクコーヒーの製造方法

三菱化学株式会社 54 容器詰ミルクコーヒー飲料の製造方法 花王株式会社

20 飲料調味剤 名古屋製酪株式会社 55
容器詰ブラックコーヒー飲料の製造方
法

花王株式会社

21
コーヒー乳飲料用組成物及びこれを用
いたコーヒー乳飲料

第一工業製薬株式会社 56 コーヒー組成物の製造方法 花王株式会社

22 コーヒー飲料組成物の製造法 花王株式会社 57 コーヒー組成物の製造方法 花王株式会社

23 コーヒー飲料組成物の製造法 花王株式会社 58 コーヒー組成物の製造方法 花王株式会社

24
コーヒーの抽出方法及びコーヒー飲料
並びに茶の抽出方法及び茶飲料

藤野　順弘 59
容器詰ブラックコーヒー飲料の製造方
法

花王株式会社

25
コラーゲン配合コーヒー調整品とコー
ヒー焙煎方法

株式会社エム・ケー珈琲 60 容器詰ミルクコーヒー飲料 花王株式会社

26 凍結濃縮法及び濃縮液
株式会社ポッカコーポレー
ション

61 容器詰ブラックコーヒー飲料 花王株式会社

27
脱カフェインされた生コーヒー豆抽出
物の製造方法

花王株式会社 62 容器詰ミルクコーヒー飲料 花王株式会社

28 乳成分の改質方法及び飲食品
株式会社ポッカコーポレー
ション

63 容器詰ミルクコーヒー飲料の製造方法 花王株式会社

29 コーヒー飲料組成物 花王株式会社 64 乳成分含有飲料 理研ビタミン株式会社

30 コーヒー飲料組成物 花王株式会社 65 乳成分含有飲料 理研ビタミン株式会社

31
乳入りコーヒー飲料の製造方法及びそ
の製造装置

株式会社ダスキン 66
リン酸化糖及び／又はそれらの塩を用
いたｐＨ調整剤

王子コーンスターチ株式会
社

32 容器詰コーヒー飲料 花王株式会社 67 カカオエキス及びこれを添加した飲料 株式会社　昭和農芸

33 コーヒー抽出液の製造方法
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

68 嗜好性原料の抽出方法及び装置
株式会社ポッカコーポレー
ション

34 コーヒー焙煎豆の水蒸気処理方法 サントリー株式会社 69 コーヒー豆加工品の製造方法 サントリー株式会社

35 コーヒー飲料組成物 花王株式会社 以下２６点省略
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