
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,10461 公開 平.20-平.21 100点 ￥30,000

No,10130       〃 平.16-平.18 76点 ￥26,300

No,9749       〃 平.13-平.15 84点 ￥19,600

No,9105       〃 平.10-平.12 60点 ￥19,800

No,8440       〃 平.6-平.9 66点 ￥23,300

No,7734       〃 昭.59-平.5 90点  ￥39,500

No,10022       〃 平.8-平.17 100点 ￥28,700

No,10064       〃 平.15-平.18 79点 ￥23,700

No,9471       〃 平.11-平.14 72点 ￥16,500

No,8678       〃 平.7-平.10 56点 ￥20,400

No,10340       〃 平.11-平.20 84点 ￥27,700

No,10475       〃 平.16-平.21 77点 ￥24,000

No,9682       〃 平.9-平.15 81点 ￥18,700

No,8312       〃 平.5-平.8 54点 ￥21,700

No,10128       〃 平.14-平.18 72点 ￥25,300

No,9384       〃 平.4-平.13 71点 ￥16,300

No,10010       〃 平.10-平.17 90点 ￥28,400

No,8438       〃 平.6-平.9 65点 ￥23,500

*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：〒

新食感菓子類の製造加工方法

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

酵母エキスの製造加工方法

               〃

               〃

               〃

グルコサミン保健食品

カルシウム強化飲料

               〃

               〃

そばエキス加工健康食品の製造方法

低アルコール飲料の製造方法

               〃

               〃

コンニャク・ゼリーの製造加工方法

ローヤル･ゼリーの処理加工方法

担当者名

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎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

会社名

所属部署名

マンナン加工健康食品の製造方法

               〃

               〃

※料金には別途送料がかかります。

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

ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４７６

お   申   込   書

ゼリー飲料の製造加工方法
[公開編]平成16年～平成21年（6年間）　　70点



1 ゼリー入り飲料及びその製造方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

34 ゼリー飲料 伊藤ハム株式会社

2 常温流通可能なゲル状食品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

35 常温流通可能なゲル状食品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

3 ゼリー状飲食品 株式会社ロッテ 36 ゼリー含有炭酸飲料の製造方法
イ　ラン　フーズ　インダスト
リアル　カンパニー　リミティ
ド

4 ゲル状食品用物性改良剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

37 高タンパクゲル状食品 森永製菓株式会社

5
流動性のあるゲルの製造方法及びそ
れを含有する乳飲料

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

38
グルコマンナン含有飲料及びそれを用
いた容器詰飲料

アサヒ飲料株式会社

6
模擬果肉調製用組成物及びそれを含
む食品

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

39 ゼリー飲料 伊那食品工業株式会社

7 酸乳ゲル組成物
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

40
吸い口付き密封容器入りゼリー状食品
及びその製法

カネボウフーズ株式会社

8 容器入り飲料 株式会社コダマ飲料 41
穀類入り豆乳様飲料または食品の製
造方法

株式会社ポッカコーポレー
ション

9 炭酸ガス含有ゼリー状食品 カネボウ株式会社 42 水分補給用消臭ゼリー 株式会社ジェイ・エヌ・ビー

10 トマトジュースの製造方法 株式会社　伊藤園 43 機能性素材の光安定性の向上方法 サントリー株式会社

11 酸性ゲル状食品及びその製造方法 森永製菓株式会社 44
密閉容器入り炭酸ガス含有ソフトゼリー
状飲料の製造方法

大東乳業株式会社

12 酸性ゲル状食品 森永製菓株式会社 45
果肉入りゼリー状飲料及びその製造方
法

アヲハタ株式会社

13 常温流通可能なゲル状食品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

46 寒天食品 明治乳業株式会社

14 乳成分含有飲料及びその製造方法 株式会社ヤクルト本社 47 水分散性油溶性色素結晶製剤 長谷川香料株式会社

15 酸性ゲル状食品 森永乳業株式会社 48 ゲル状組成物 明治製菓株式会社

16 スポーツ用飲料 チョーヤ梅酒株式会社 49
ゲル化剤膨潤抑制剤、それを用いた
吸い口付き密封容器入りゼリー状食品
及びゲル化剤膨潤抑制方法

クラシエフーズ株式会社

17 ゼリー組成物及びその製造方法 伊那食品工業株式会社 50 分散安定剤及びその応用
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

18
ドリンクゼリー用ゲル化剤及びドリンク
ゼリー

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

51 菌体含有ゼリー飲料の製造方法 サントリー株式会社

19 ペクチンの改質方法及びその応用
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

52 流動性ゲルの製造方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

20
脂肪代謝促進組成物及びそれを含有
する飲食品

コンビ株式会社 53
ハイドロゲル成分含有組成物の調製方
法、及びその用途

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

21
コンニャク（菎蒻）ビーズが含有された
ゼリー飲料及びその製造方法

ロッテ七星飲料株式会社 54 容器入食品の製造方法 グリコ乳業株式会社

22 固形飲料等の包装容器 株式会社　ほてい製菓 55
ゼリー入りアルコール飲料及びその製
造方法

サントリー株式会社

23
軟包装容器に詰められた炭酸入り飲
料の製造方法

凸版印刷株式会社 56
ゼリー状食品用ベース及びその製造
方法。

三晶株式会社

24 密封容器入り飲料粉末 キユーピー株式会社 57 ゼリー入り飲料及びその製造方法 サントリー株式会社

25 ゲル状飲料組成物 大塚製薬株式会社 58 ゲル状組成物の製造方法 ニプロ株式会社

26 アルコール含有食品 アサヒビール株式会社 59
密閉容器入り炭酸ガス含有ソフトゼリー
状飲料の配合および製造方法

ザ・コカ－コーラ・カンパ
ニー

27
ゼリー飲料、並びにその製造方法及び
その原料

伊那食品工業株式会社 60 容器詰め飲料 花王株式会社

28 茶ポリフェノール入りゼリー状食品 三井農林株式会社 61 ゼリー飲料の製造方法 理研ビタミン株式会社

29 口栓付パウチ容器入りゼリー飲食品
アサヒフードアンドヘルスケ
ア株式会社

62
乳化された香味成分を含有するゼリー
入り飲料

サントリーホールディングス
株式会社

30 飲料組成物 ライオン株式会社 63 ゼリー入り飲料
サントリーホールディングス
株式会社

31 ゼリー飲料
焼津水産化学工業株式会
社

64
コラーゲンペプチドの脱臭方法及びそ
れを用いた飲食品または組成物

株式会社ロッテ

32 ゲル化剤製剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

65 ゼリーの着色方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

33
ゼリー入り飲料の製造方法及びゼリー
入り飲料

株式会社えひめ飲料 以下5点省略

ゼリー飲料の製造加工方法　　　No.10476

[公開編]　　平成16年～平成21年（6年間）　　　　70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　）


