
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)

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥２８，３５０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10447B 登録・公開 平.20-平.21 58点 ￥17,100

No,10174B       〃 平.18-平.19 63点 ￥19,600

No,9935B       〃 平.16-平.17 60点 ￥16,800

No,9673B       〃 平.14-平.15 45点 ￥10,600

No,9287B       〃 平.12-平.13 52点 ￥12,400

No,10477 公開特許 平.16-平.21 82点 ￥24,000

No,10341       〃 平.18-平.20 82点 ￥28,500

No,9975       〃 平.15-平.17 81点 ￥24,300

No,9538       〃 平.12-平.14 80点 ￥18,400

No,8867       〃 平.9-平.11 51点 ￥20,000

No,8082       〃 平.5-平.8 68点 ￥27,400

No,10522       〃 平.12-平.21 100点 ￥28,000

No,10234       〃 平.15-平.19 80点 ￥28,000

No,10478       〃 平.19-平.21 64点 ￥20,000

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

No,10339       〃 平.13-平.20 85点 ￥25,500

No,10023       〃 平.15-平.17 84点 ￥29,400

No,10024       〃 平.15-平.17 80点 ￥28,300

No,10125       〃 平.16-平.18 74点 ￥26,300
No,10128       〃 平.14-平.18 72点 ￥25,300

*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：〒

ニンニクの処理加工方法

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

※料金には別途送料がかかります。

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

無臭にんにくの製造加工方法
[公開編]平成8年～平成22年（15年間）　　79点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６７８

お   申   込   書

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

担当者名

朝鮮人参の処理加工方法と製品

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

グルコサミン保健食品

               〃

血圧降下性機能食品の製法

               〃

               〃

               〃

青汁の製造加工方法と製品

               〃

               〃

               〃

               〃

野菜ペーストの製造加工方法

ワサビ有効成分の利用方法

マンナン加工健康食品の製造方法

               〃

ウコン抽出エキスとその用途

コエンザイムQ10含有保健食品

大豆イソフラボン保健食品



1 ニンニク健康食品の製造方法 鈴木　健司 34 にんにく臭のない健康食品 仙味エキス株式会社

2
ニンニクの加工処理方法およびアホエ
ン含有油脂の製造方法

名古屋製酪株式会社 35
硫黄化合物含有食品の脱臭剤及び脱
臭法

株式会社エムアイテック

3
体内消臭ニンニクの製造方法、及びこ
れに用いるハーブ液の製造方法

江藤　豪夫 36 ニンニク含有食品の製造法 キッコーマン株式会社

4
梅肉とニンニクを混合した食品の製造
方法

林田株式会社 37 ニンニクの無臭化方法及び健康食品 株式会社生物農業研究所

5 熟成濃縮無口臭大蒜液の製造方法 斎藤　清 38 ペースト状無臭にんにく加工食品 仙味エキス株式会社

6 にんにくの臭いの軽減化法 明治薬品株式会社 39 にんにく卵黄の製造方法 青森県

7 無臭ニンニクの製造方法 小牧　久時 40 ニンニク発酵組成物 湧永製薬株式会社

8 無臭にんにくを用いた健康食品 仙味エキス株式会社 41
にんにく臭の抑制されたにんにく含有
食品

味の素株式会社

9 ニンニクの脱臭加工処理方法 名古屋製酪株式会社 42 ペースト状無臭ニンニク加工健康食品 仙味エキス株式会社

10
無臭ニンニクの製造方法及び無臭ニ
ンニクパウダー

ユビック株式会社 43 ニンニク卵黄粉 株式会社サン・プロジェクト

11 無臭にんにくの製造法 友成　壽茂 44 酵素活性化ニンニク粉末 遊免　孝之

12 にんにく系健康食品 株式会社丸善クリエイト 45
ニンニク臭が低減されたニンニクエキス
含有食品

日本クナイプ株式会社

13 ニンニクの処理方法 上原　良治 46 にんにく卵黄ソフトカプセル 株式会社サン・プロジェクト

14
ニンニク臭の低減されたニンニク食品
とその製造方法

富士産業株式会社 47 「酵素蒸しニンニク」の製品内容 株式会社三健総合研究所

15 卵黄にんにく粒及びその製造方法 宮原　吉次郎 48 ニンニク臭の消臭方法 金子　憲太郎

16 にんにく系健康飲料 株式会社丸善クリエイト 49
脱臭ニンニク液で高麗人参の成分を
抽出した人参成分ニンニク液で醸造酒
を製造する方法

森永　純二

17
酵母発酵による食後無臭ニンニクの製
造方法及び食後無臭ニンニク

石井　ウタ子 50
無臭にんにくの画期的摂取量増大方
法

川村　裕子

18
ニンニク／卵黄複合加工食品の製造
方法

株式会社サン・プロジェクト 51
食後無臭ニンニクの製造方法および
食後無臭ニンニク

金山　アサ子

19
脱臭生にんにくの製造方法およびその
カプセル剤

フンドーキン醤油株式会社 52 内消臭にんにくの製造方法 株式会社日本エルブ

20 ニンニクの脱臭法 東郷　清一 53
にんにくおよびにんにく植物体の無臭
化処理方法

仁部　利治

21
ニンニクの薬効成分を含有する発酵酒
およびその製造法

財団法人田子町にんにく国
際交流協会

54 ニンニク臭の消臭方法
株式会社　ＧＲＥＥＮＳＴＵＦ
Ｆ

22
ニンニク加工方法、ニンニクエキス粉
末及びニンニク成分含有組成物

株式会社サンヘルス 55
にんにくエキス精製品の製造方法とそ
の精製加工品

市川　美代子

23 ニンニクヨーグルトの製造方法 上川　清 56
にんにく卵黄加工食品およびその製
造方法

株式会社ダイトク

24 Ａｌｌｉｕｍ属植物鱗茎の乾燥物の製造法 株式会社ファンケル 57 にんにくの加工低無臭化製造法 工藤　満

25 新規なニンニクの消臭方法 アサヒビール株式会社 58 無臭にんにくの製造方法 今西　博也

26
ニンニクの含硫成分抽出生成方法お
よび含硫成分含有油脂の製造方法

名古屋製酪株式会社 59
醗酵黒ニンニク及びこれを用いるペー
スト状食品並びにこれらの製造方法

有限会社元気　濱野食品
加工

27 精子増強食品およびその製造方法 久郷　威彦 60 セレンを高濃度含有した無臭ニンニク 国立大学法人　千葉大学

28
にんにくを醗酵させることによる醸造酢
の製造方法

カワダ食品株式会社 61
臭いを抑えたにんにくペーストの製造
方法

東和フードサービス株式会
社

29
酵母を使った無臭にんにく液の製造方
法

田中　豊實 62
ニンニク成分を含有する高血圧の予防
及び／又は治療用組成物

株式会社健康家族

30
ニンニク臭、煙草臭、一般的口臭の
カット品

國吉　實 63
ニンニク成分を含有する高血圧の予防
及び／又は治療用組成物

株式会社健康家族

31
無臭ニンニクエキス及びこれを用いた
薬膳麺

サポート株式会社 64 ニンニク臭の消臭方法
株式会社　ＧＲＥＥＮＳＴＵＦ
Ｆ

32 無臭ニンニク調味料 サポート株式会社 65
醗酵黒ニンニク抽出液及び醗酵黒ニ
ンニクパウダー並びにこれらの製造方
法及びこれらを含む飲食品

有限会社ミールジャパン

33 無臭にんにく食品及びその製造方法 北村　信子 66 ニンニク自動醗酵装置 青木　敏男

67 体内消臭にんにくの製造方法 株式会社日本エルブ

以下12点省略

無臭にんにくの製造加工方法　　　No.10678

[公開編]　　平成8年～平成22年（15年間）　　　　79点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥18,900    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,900　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,350　）


