
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区平河町１－３－６ BIZMARKS麹町

 ＜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)

￥２３，７６０－ ￥２２，０００－

￥２３，７６０－ ￥２２，０００－

￥３５，６４０－ ￥３３，０００－

(本体価格)

No,9962 公開特許 昭.5-平.17 100点 ￥27,800

No,9965       〃 平.10-平.17 100点 ￥27,800

No,9964       〃 平.10-平.17 100点 ￥27,800

No,9963       〃 昭.5-平.17 100点 ￥27,800

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

No,10474B       〃 平.20-平.21 69点 ￥20,000

No,9961       〃 平.16-平.17 69点 ￥23,700

No,11017       〃 平.25 - 26 66点 ￥18,000

No,10787       〃 平.14-平.23 70点 ￥18,000

No,10675       〃 平.8-平.22 67点 ￥16,000

No,10521       〃 平.7-平.21 60点 ￥15,000

No,10520       〃 平.13-平.21 80点 ￥24,000

No,10519       〃 平.7-平.21 60点 ￥15,000

No,10518       〃 平.13-平.21 100点 ￥25,000

No,10508       〃 平.17-平.21 82点 ￥26,000

No,10507       〃 平.13-平.21 80点 ￥24,000

No,10342B       〃 平.11-平.20 92点 ￥30,000

No,10342A       〃 平.11-平.20 92点 ￥30,000

No,10477       〃 平.16-平.21 82点 ￥24,000

*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：〒

柑橘類の処理加工方法

バナナの処理加工方法と製品

果実缶詰の製造方法

パイナップル・パパイヤの加工法

マンゴーの処理加工方法と製品

◎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

ワインの製造加工方法

カット・フルーツの製造加工方法

梅酒の製造方法

果実飲料の製造加工方法

             〃

酢健康食品の製造加工方法

酢ドリンクの製造加工方法

青汁の製造加工方法と製品

会社名

リンゴの処理加工方法

※料金には別途送料がかかります。

低アルコール飲料の製造方法

発泡酒の製造加工方法

柿の処理加工方法と製品

甘酒の製造方法

担当者名

所属部署名

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,１１２０２

お   申   込   書

果実酒の製造方法

滋養強壮酒の製造方法

[登録・公開編]平成25年～平成29年（5年間）　　86点

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)



1 オリーブ薬膳酒の製造方法
小豆島ヘルシーランド株式
会社

31
ポリフェノールを含有する果実酒また
は果実飲料の味質改良方法

ＭＣフードスペシャリティー
ズ株式会社

2 酒類の製造方法
独立行政法人酒類総合研
究所

32
ビールライクテイストのリンゴ果実酒お
よびその製造方法

キリン株式会社

3
梅風味の嗜好飲料の原液の製造方法
及び該原液を含むアルコール飲料

青木　邦子 33 梅酒様アルコール飲料製造方法 サッポロビール株式会社

4 梅酒様アルコール飲料製造方法 サッポロビール株式会社 34
梅酒様アルコール飲料およびその製
造方法

サッポロビール株式会社

5
酵母のリンゴ酸生産性を向上させる方
法

独立行政法人酒類総合研
究所

35 酒類の製造方法
独立行政法人酒類総合研
究所

6 ジュース又は果実酒の製造方法 株式会社源麹研究所 36 新規エキスの製造方法
サントリーホールディングス
株式会社

7 梅果肉入り発泡性梅酒の製造方法 山元酒造株式会社 37
果汁含有アルコール飲料およびその
製造方法

サッポロビール株式会社

8
柑橘類由来の果汁及び／または柑橘
類果実成分含有原料酒とグリセリンと
を含有するアルコール飲料

サントリーホールディングス
株式会社

38
果実製品製造用キットならびにこれを
用いた果実シロップの製造方法および
果実酒の製造方法

遠藤　裕一

9
ビールライクテイストのリンゴ果実酒お
よびその製造方法

キリン株式会社 39
アルコール発酵促進剤及びアルコー
ル発酵方法並びにアルコール

公立大学法人高知工科大
学

10
梅酒様アルコール飲料およびその製
造方法

サッポロビール株式会社 40
酵母の同一性判別が容易な飲食品製
造用酵母、飲食品及び飲食品の製造
に用いた酵母の同一性判別方法

新潟県

11 酒類の製造方法
独立行政法人酒類総合研
究所

41 赤色梅酒及びその製造方法 学校法人近畿大学

12
３－メルカプトヘキサン－１－オール及
びアルコール含有液の製造方法

メルシャン株式会社 42
樽詰め果実酒製品及びこれに関する
方法

サッポロビール株式会社

13
柿ワインの製造方法及び柿酢の製造
方法

酒井　徳行 43 樽詰め発泡性果実酒の注出方法 サッポロビール株式会社

14
樽詰め果実酒製品及びこれに関する
方法

サッポロビール株式会社 44 果汁発酵飲料の製造方法 アサヒビール株式会社

15 果実酒及びその製造方法 香美　直子 45
ポリフェノールを含有する果実酒また
は果実飲料の味質改良方法

ＭＣフードスペシャリティー
ズ株式会社

16 香味豊かな果実酒及びその製造方法 メルシャン株式会社 46 アルコール性脂肪肝予防・治療剤 静岡県公立大学法人

17
梅エキス、梅ワイン及び梅奈良漬けの
製造方法

株式会社クリエイティヴ三愛 47
ビールライクテイストのリンゴ果実酒お
よびその製造方法

キリン株式会社

18 梅酒及びその製造方法 マンズワイン株式会社 48
ビールライクテイストのリンゴ果実酒お
よびその製造方法

キリン株式会社

19 混和蒸留酒の製造方法
サントリーホールディングス
株式会社

49
飲み応えとキレの付与された低エキス
分のリンゴ果実酒

キリン株式会社

20 新規エキスの製造方法
サントリーホールディングス
株式会社

50 果実酒の製造方法
サントリーホールディングス
株式会社

21 樽詰め発泡性果実酒の注出方法 サッポロビール株式会社 51 植物加工品の製造方法
サントリーホールディングス
株式会社

22
低糖質ビール風味アルコール飲料用
液糖及びその製造方法、並びに低糖
質ビール風味アルコール飲料の…

群栄化学工業株式会社 52
梅エキス、梅ワイン及び梅奈良漬けの
製造方法

株式会社クリエイティヴ三愛

23
凍結梅を用いた新規梅酒及びその製
造方法

麒麟麦酒株式会社 53 蒸留梅酒
サントリーホールディングス
株式会社

24 清酒の製造方法 新潟県 54 果実酒及びその製造方法 香美　直子

25 低糖質発酵飲料及びその製造方法
サントリーホールディングス
株式会社

55
界面前進凍結濃縮法による果実酒の
製造方法及び製造システム

石川県公立大学法人

26
アルコールの刺激臭が低減されたアル
コール飲料

サントリーホールディングス
株式会社

56
フレッシュ感を持続するフローズン状
凍結果実酒及びその製造方法

メルシャン株式会社

27 植物加工品の製造方法
サントリーホールディングス
株式会社

57
複数種の酵母を利用した果実酒とその
製造方法

サントリーホールディングス
株式会社

28 果汁発酵飲料の製造方法 アサヒビール株式会社 58
柿ワインの製造方法及び柿酢の製造
方法

酒井　徳行

29 酵母を果汁中に接種するための方法
クリスチャン・ハンセン・アク
ティーゼルスカブ

59
ビールライクテイストの梨由来果実酒お
よびその製造方法

キリン株式会社

30 酵母を果汁中に接種するための方法
クリスチャン・ハンセン・アク
ティーゼルスカブ

60 酵母を果汁中に接種するための方法
クリスチャン・ハンセン・アク
ティーゼルスカブ

以下26点省略

果実酒の製造方法　　　No.11202

[登録・公開編]　　平成25年～平成29年（5年間）　　　　86点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥23,760    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,760　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,640　）


