
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10171 公開特許 平.18-19 95点 ￥29,700

No,9936       〃 平.16-17 96点  ￥28,800

No,9665       〃 平.14-15 98点  ￥23,000

No,9277       〃 平.12-13 63点  ￥14,500

No,8815       〃 平.10-11 59点  ￥23,400

No,8354       〃 平.8-9 70点 ￥25,500

No,7648       〃 平.4-5 153点  ￥36,600

No,7724       〃 平.4-5 54点  ￥21,400

No,7323       〃 平.2-3 74点  ￥23,700

No,7375A       〃 昭.53-平.3 53点  ￥23,300

No,〃　B       〃 昭.53-平.3 60点  ￥23,700

No,7647       〃 昭.57-平.5 68点  ￥25,700

No,7589       〃 昭.63-平.4 75点  ￥25,500

No,7556(A)       〃 昭.61-平.4 43点  ￥16,900

No,〃　(B)       〃 昭.63-平.4 60点  ￥26,200

No,7529       〃 平.2-4 59点  ￥21,300

No,7588       〃 昭.61-平.4 74点  ￥23,400

No,7772(A) 公告特許 平.1-5 53点 ￥21,300
No,7772(B)       〃 平.1-5 73点 ¥26,300

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（メール宛先： kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

インスタント麦茶の製造加工方法

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

ココアの製造加工方法と製品

紅茶の製造法とその抽出液

コーヒー飲料の製造加工方法

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

[公開編]平成20年（1年間）　　64点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４７２A

お   申   込   書

コーヒーパックとドリッパー

コーヒー豆の焙煎方法と装置

               〃

コーヒーの脱カフェイン方法と製品

緑茶飲料の製造加工方法

ウーロン茶の処理加工方法と製品

コーヒー豆の加工方法と装置

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

コーヒー飲料の製造加工方法

ミネラル・ウォーターの製造加工方法

コーヒー飲料の製造加工方法

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

コーヒー豆の焙煎方法と装置



1 水出しコーヒーの製造法
株式会社ユニオンコーヒー
ロースターズ

31 コーヒー飲料 理研ビタミン株式会社

2 飲料 太陽化学株式会社 32
コーヒー飲料用水出しコーヒーの製造
方法

キリンビバレッジ株式会社

3
ダイエットまたは減カロリー飲料および
食品におけるエリスリトールおよびＤ－
タガトースの使用

ペプシコ，インコーポレイ
テッド

33 低級脂肪酸を添加したコーヒー飲料 小川香料株式会社

4
ゼロまたは低カロリー飲料および食品
におけるエリスリトールおよびＤ－タガ
トースの使用

ペプシコ，インコーポレイ
テッド

34
低級脂肪酸を添加することを特徴とす
る飲食品の香味増強方法及び香味増
強された飲食品並びに香味料組成物

小川香料株式会社

5 乳飲料の製造方法および乳飲料 三菱化学株式会社 35
米を原料としたコーヒー飲料代用品及
び醤油代用品

杉原  正治

6 コーヒー抽出液 花王株式会社 36
冷凍コーヒーの製造方法及び冷凍
コーヒー

株式会社ユニカフェ

7 容器詰コーヒー飲料 花王株式会社 37
コーヒーの抽出方法及びコーヒー抽出
装置

アサヒ飲料株式会社

8 容器詰コーヒー飲料 花王株式会社 38
コーヒーからのアラビノガラクタンの単
離

ネステク  ソシエテ  アノニム

9 調味剤 株式会社ＡＤＥＫＡ 39 飲料生成システム
ジャヴァブー  エル  エル
シィ

10 マスキング剤 株式会社ＡＤＥＫＡ 40
改善された風味及び香りを有する可溶
性コーヒー製品

ザ  プロクター  アンド  ギャ
ンブル  カンパニー

11
風味改善剤、これを用いた風味改善方
法及び飲食品

三井製糖株式会社 41
消費できる粉末再構成及び泡立ちの
ための方法及び装置

ネステク  ソシエテ  アノニム

12 容器詰コーヒー飲料 株式会社  伊藤園 42
コーヒー芳香安定化用ガラス状マトリッ
クス

ネステク  ソシエテ  アノニム

13 容器詰コーヒー飲料 株式会社  伊藤園 43
非タンパク質起泡組成物およびその製
造方法

クラフト・フーヅ・ホールディ
ングス・インコーポレイテッド

14
焙煎豆微粉末の製造方法および焙煎
豆微粉末を用いた飲食物

株式会社ユニカフェ 44
粉末状、冷水可溶性／冷水分散性、
発泡性組成物

フリーズランド  ブランズ
ビー．ブイ．

15 容器詰コーヒー飲料の製造方法 株式会社  伊藤園 45
加圧された流体をカプセルに注入する
ことにより飲料を調合し配給するカプセ
ル

ネステク  ソシエテ  アノニム

16 容器詰コーヒー飲料の製造方法 株式会社  伊藤園 46
可食用酸と／またはその酸性塩とコー
ヒーを含む薬剤組成物と無毒性コー
ヒー

ショウ，コウ  ジン

17 クロロゲン酸類組成物の製造方法 花王株式会社 47 脱苦味クリーム ネステク  ソシエテ  アノニム

18
コーヒー煎り豆の保存方法及びコー
ヒー飲料の製造方法

名古屋製酪株式会社 48 封止手段を備えるカプセル ネステク  ソシエテ  アノニム

19 コーヒー飲料 三菱化学株式会社 49 コーヒー製品 ネステク  ソシエテ  アノニム

20
飲料の製造方法、飲料、並びに飲料
の製造装置

ザ・コカ－コーラ・カンパ
ニー

50 可溶性コーヒー製品 ネステク  ソシエテ  アノニム

21 飲料の製造方法 花王株式会社 51
コーヒー飲料を準備するためのキットお
よび方法

ネステク  ソシエテ  アノニム

22 機能性飲料
農業生産法人有限会社月
桃茶家

52 コーヒー・コーラ飲料組成物
ザ・コカ－コーラ・カンパ
ニー

23 飲料用消泡剤 阪本薬品工業株式会社 53
糖新生によりアルコール代謝を促進又
は疲労を改善する組成物

キリンホールディングス株式
会社

24 容器詰コーヒー飲料 花王株式会社 54 還元性飲料及びその製造方法 室田  渉

25 容器詰コーヒー飲料の製造方法 花王株式会社 55 香気成分の保存方法 サントリー株式会社

26 容器詰ミルクコーヒー飲料 花王株式会社 56
濾過処理を経た抽出液を用いるコー
ヒー飲料の製造方法

サントリー株式会社

27
コーヒー豆抽出物含有水性組成物、容
器詰飲料、コーヒー豆抽出物含有水性
組成物の製造方法、及びコーヒ・・・

富士フイルム株式会社 57
クロロゲン酸類高含有コーヒー豆加工
方法

サントリー株式会社

28
嗜好飲料としてのコーヒー・コーラ及び
ティー・コーラ及びそのバリエーション

木下  雅文 58 オリゴ糖高含有コーヒー豆加工方法 サントリー株式会社

29 コーヒー・ティー及びティー・コーヒー 木下  雅文 59
新規微生物及び当該微生物を用いた
コーヒー生豆の処理方法

サントリー株式会社

30
濃縮乳タイプ乳化物およびそれを用い
たミルク入り飲料

株式会社日清煉乳 以下5点省略

コーヒー飲料の製造加工方法　　　No.10472A

[公開編]　　平成20年（1年間）　　　　64点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）


