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［公開編］平成１６年～平成１７年（２年間） ９６点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３０，２４０－ ￥２８，８００－(抄録版付)
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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9665 公開特許 コーヒー飲料の製造加工方法 平.14-15 98点 ￥24,150
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,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,6744 〃 〃 昭.63-平.1 71点 ￥23,400
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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２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］
お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 変性防止剤および液体組成物 池田食研株式会社 29
ポリフェノール含有飲料の沈殿防止方
法

株式会社ヤクルト本社

2
コーヒー抽出液及びその製造方法、並
びにその評価方法

株式会社トーホー 30 コーヒー用フィルターとその製造方法
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

3 クエン酸カリウムを含有する健康飲料 株式会社サンワーク 31
マイクロ波利用飲料調製方法及び装
置並びにその関連技術

株式会社関西メデイカル．
サービス

4 コーヒー香気液の製造方法
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

32
可食飲食物の連続的な抽出および／
または搾汁、固液分離方法

明治乳業株式会社

5 コーヒー生豆の焙煎および抽出方法
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

33
コーヒー液の製造方法及びコーヒー液
製品

石光商事株式会社

6 嗜好性飲料
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

34 飲料用組成物 太陽化学株式会社

7 コーヒー抽出液の製造法 花王株式会社 35 乳飲料の製造方法 三菱化学株式会社

8 コーヒーエキス粉末の製造法 佐藤食品工業株式会社 36
コーヒー濃縮液の製造方法とコーヒー
液の製造方法

ユーシーシー上島珈琲株
式会社

9
コーヒー豆並びにこの製造方法並びに
製造装置並びにコーヒー飲料

株式会社ニッセー 37 コーヒー飲料の製造方法 凸版印刷株式会社

10 コーヒー飲料及びその製法 玉置　洋司 38 ミルク入り飲料 日本たばこ産業株式会社

11 コーヒー飲料の殺菌方法 小川香料株式会社 39 コ－ヒ－パック飲料 山本薬品工業株式会社

12 コーヒー飲料の製造方法 湯沢　忠至 40 アロエ入りコ－ヒ－濃縮飲料 山本薬品工業株式会社

13
カフェインレスコーヒー組成物又はリ
ラックス効果付与組成物。

株式会社ヤクルト本社 41 容器詰コーヒー飲料 花王株式会社

14
ポリフェノールに由来する苦み、渋み
又はアク味の軽減方法

ウマイ株式会社 42 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

15
コーヒーエキスまたは可溶性コーヒー
の製造方法

ユーシーシー上島珈琲株
式会社

43 呈味性改善剤 太陽化学株式会社

16
Ｏ／Ｗ乳化物およびミルク入りコーヒー
飲料

日本たばこ産業株式会社 44 焙煎コーヒー豆の製造およびその用途 キリンビバレッジ株式会社

17
芳香化されたコーヒーオイルの製造方
法

ユーシーシー上島珈琲株
式会社

45
コーヒー抽出工程における固形分流量
の計測方法およびコーヒー抽出機

森永乳業株式会社

18
粉砕時のアロマ成分を含有するコー
ヒー飲料の製造方法

ユーシーシー上島珈琲株
式会社

46
コーヒー抽出液の風味改善方法とコー
ヒー液の製造方法

ユーシーシー上島珈琲株
式会社

19 コーヒー飲料の製造方法 株式会社ユニカフェ 47 コーヒー乳飲料の製造方法 オハヨー乳業株式会社

20 密封容器入り乳飲料用安定剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

48 飲用コーヒー及びその製法 エコ　ジャパン株式会社

21 容器入りコーヒー飲料の製造方法
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

49
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
する均一なコーヒー

三菱化学株式会社

22 乳含有飲料 太陽化学株式会社 50 コーヒー飲料の製造方法
株式会社ホテイフーズコー
ポレーション

23 コーヒー液の製造方法
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

51
飲料および調味だし用抽出装置およ
び抽出方法

株式会社イズミフードマシ
ナリ

24
ショ糖脂肪酸エステルとポリグリセリン
脂肪酸エステルを含有する乳飲料

三菱化学株式会社 52 コーヒー飲料の製造方法
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

25 乳含有コーヒーの沈殿防止方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

53 クロロゲン酸類含有組成物 花王株式会社

26 コーヒー香料の製造方法
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

54 ビタミンＣを含む水溶液 武田食品工業株式会社

27
ショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリン
脂肪酸エステル、及びソルビタン脂肪
酸・・・

三菱化学株式会社 55 コーヒー飲料製造装置
株式会社イズミフードマシ
ナリ

28
３－メルカプト－３－メチルブチルアセ
テートからなるコーヒー焙煎香賦与
剤・・・

小川香料株式会社 以下４１点省略

コーヒー飲料の製造加工方法 　　　No.9936
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