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［公開編］平成１５年～平成１８年（４年間） ７４点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，６７５－ ￥２４，６７５－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，６７５－ ￥２４，６７５－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３６，７５０－ ￥３６，７５０－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9473 公開特許 海洋深層水を使用した飲食品 平.5-14 85点 ￥19,600
No,9282 〃 食塩の製造方法と加工食塩 平.12-13 61点 ￥14,000
No,8805 〃 〃 平.10-11 63点 ￥24,500
No,8319 〃 〃 平.8-9 64点 ￥24,700
No,7964 〃 〃 平.6-7 44点 ￥19,700
No,7613 〃 〃 平.3-5 62点 ￥24,800
No,7016 〃 〃 昭.63-平.2 54点 ￥20,000
No,6420 〃 〃 昭.58-62 81点 ￥25,500
No,8900 〃 塩マッサージ剤とその製法 平.5-11 68点 ￥26,400
No,8986 〃 カルシウム吸収促進飲食物 平.5-11 67点 ￥27,400
No,8988 〃 悪酔い予防治療用組成物 平.5-11 54点 ￥23,400
No,8950 〃 アミラーゼ阻害物質の製造方法 平.5-11 54点 ￥23,300
No,8857 〃 血圧降下性機能食品の製法 平.9-11 59点 ￥23,400
No,8287 〃 〃 平.5-8 80点 ￥34,600
No,8283 〃 スポーツ・ドリンクの製造加工方法 平.5-8 59点 ￥23,400
No,8911 〃 繊維強化飲料の製造加工方法 平.9-11 59点 ￥23,000
No,8282 〃 〃 平.5-8 61点 ￥24,200
No,8777 〃 健康酢飲食品の製造加工方法 平.5-10 68点 ￥24,800
No,8441 〃 ＤＨＡ含有機能食品の組成 平.7-9 60点 ￥21,900
No,9383 〃 乳飲料の製造加工方法 平.4-13 71点 ￥16,300

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（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。
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1
海洋深層水を利用した味付け筍及び
その製造方法

高知県 34 機能性組成物 ユニチカ株式会社

2 海洋深層水を利用した加工食品 日本たばこ産業株式会社 35 海洋深層水を利用した食肉製品製造 羅臼町

3 海洋深層水を利用した野菜系飲料 室戸市 36
海洋深層水を使用する酒造時に得ら
れる酒粕抽出エキスを有効成分とする
化粧料添加剤、入浴剤及び健康…

株式会社日本天然物研究
所

4
海洋深層水より分離したミネラル濃縮
液を用いた機能性商品

五洲薬品株式会社 37
重水素減少水（スーパーライトウォー
ター）と海洋深層水を混合して両者の
特徴を生かした飲用水…

株式会社インターナショナ
ルサイエンティフィック

5
海洋深層水を利用した発酵健康食品
及びその製造方法

小谷　一郎 38
機能性付加水と乳果オリゴ糖配合飲料
水

五洲薬品株式会社

6
海洋深層水を利用した発酵健康茶及
びその製造方法

小谷　一郎 39
海洋深層水を原料とするミネラル水の
製造方法

永津　透

7 海洋深層水を配合した食卓醤油 庄木　良也 40 飲料水及びその製造方法 株式会社伊豆深層水

8 海洋深層水を使った麺 喜屋武　栄 41 硬度調整天然水 五洲薬品株式会社

9
ヤマブシタケの水煮食品と水煮処理方
法

富山県 42 海洋深層水を利用した乳製品製造 羅臼町

10 海洋深層水由来ミネラル補給品 五洲薬品株式会社 43 磁気活性深層水の製造方法 中野佑治

11 海洋深層水を用いた米菓の製造方法 岩塚製菓株式会社 44
マグネシウム、カリウムの量を調整した
血流改善作用のある麦茶飲料

赤穂化成株式会社

12
海洋深層水を用いた調味料及び製造
方法

赤穂化成株式会社 45
有機ミネラル水製造装置、その方法及
び有機ミネラル水

安藤　伸章

13 西洋人参混合物及びその製造法 赤穂化成株式会社 46
海洋深層水を用いて、カバノアナタケ
深層飲料及びその製造方法

椎久　五郎

14
水溶性粉末状食品用組成物、それを
利用した飲料、食品および調味料、な
らびに水溶性粉末状食品用組成物…

株式会社エヌ・ディー・シー 47 機能米の製造方法 株式会社富士計器

15
海藻含有組成物、キット製品およびそ
れらの用途

赤穂化成株式会社 48 機能性飲料の製造方法 株式会社富士計器

16 そば茶飲料の製造方法 日本デルモンテ株式会社 49 抗凝固剤 明治製菓株式会社

17 ミネラルバランス健康法 ウォーターズ株式会社 50
経口摂取用育毛・養毛組成物及び該
組成物を含有する飲食品

焼津水産化学工業株式会
社

18
海洋深層水を利用した焼カツオ及びそ
の製造方法

野島　善隆 51 高濃度ニガリ 五洲薬品株式会社

19
活性剤及びこれを配合してなる化粧
品、食品添加物、食品並びに飲料

奥　善隆 52 健康食品 笹谷　英世

20 海洋深層水を含む健康補助食品 相原　正俊 53
海洋深層水の淡水化方法、濃縮方法
及び装置並びに淡水化深層水及び濃
縮深層水

新保　善正

21 海水を利用したミネラル組成物 サントリー株式会社 54
機能性素材の有効成分を含む粉末及
び食品の製造方法

株式会社富士計器

22
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 55
天然海洋深層水に機能性を持たせた
製法

工藤　満

23 海洋深層水の海水淡水化装置
株式会社浅川自然食品工
業

56 ミネラル水の製造方法 高知県

24 構造化濃縮深層水を用いた清涼飲料 有限会社アイファーム 57
健康飲料水及び健康飲料水の製造方
法

ら・べるびぃ株式会社

25
構造化濃縮深層水を用いた環境浄化
剤

有限会社アイファーム 58
ミネラル組成物、その製造方法および
その使用方法

大日精化工業株式会社

26 新規血圧上昇抑制物質
独立行政法人　科学技術
振興機構

59
海洋深層水真空冷凍粉末配合の生豆
乳

株式会社阿部大豆食品

27 冷菓 五洲薬品株式会社 60 機能性付加水とその製造方法 五洲薬品株式会社

28 水産加工食品 五洲薬品株式会社 61
高濃度ミネラル液の製造方法およびそ
の製造装置

東レ株式会社

29 海洋深層水の真空冷凍乾燥加工 庄内開発有限会社 62
海洋深層水真空冷凍乾燥粉末による
豆腐、厚揚げ製造法

株式会社阿部大豆食品

30 ミネラル液の製造方法及び製造装置 東レ株式会社 63
恒常性維持効果のある飲料水の製造
方法

株式会社浅川自然食品工
業

31
細胞活性物質を含む化粧料および食
品

ピジョン株式会社 64 黒豆茶及びその製造方法 小谷　一郎

32
天然ミネラル水の製造方法及びその製
造装置

大成建設株式会社 65
黒豆の表皮を含有する健康食品及び
その製造方法

小谷　一郎

33
海洋深層水を利用した大豆水煮の製
造方法

ヤマサン食品工業株式会
社 以下９点省略

海洋深層水を使用した飲食品 　　　No.10081

[公開編]　　平成15年～平成18年（4年間）　　74点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥24,675   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,675　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥36,750　）


