
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

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， １０２３４ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜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！

ワサビ有効成分の利用方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１５年～平成１９年（５年間） ８０点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２９，４００－ ￥２８，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２９，４００－ ￥２８，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４４，１００－ ￥４２，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,10174(A) 登録・公開 天然香辛料の処理加工方法 平.18-19 97点 ￥29,700
No, 〃 (B) 〃 ニンニクの処理加工方法 平.18-19 63点 ￥19,600
No,9935(A) 〃 天然香辛料の処理加工方法 平.16-17 95点 ￥26,600
No, 〃 (B) 〃 ニンニクの処理加工方法 平.16-17 60点 ￥16,800
No,9673(A) 登録・公開 天然香辛料の処理加工方法 平.14-15 86点 ￥21,100
No, 〃 (B) 〃 ニンニクの処理加工方法 平.14-15 45点 ￥17,000
No,9287(A) 〃 天然香辛料の処理加工方法 平.12-13 83点 ￥19,600
No, 〃 (B) 〃 ニンニクの処理加工方法 平.12-13 52点 ￥12,400
No,8827(A) 〃 天然香辛料の処理加工方法 平.10-11 85点 ￥29,700
No, 〃 (B) 〃 ニンニクの処理加工方法 平.10-11 54点 ￥18,800
No,8338(A) 〃 天然香辛料の処理加工方法 平.8-9 69点 ￥25,700
No, 〃 (B) 〃 ニンニクの処理加工方法 平.8-9 49点 ￥17,300
No,8132(A) 公開特許 ワサビの栽培方法と装置 平.1-8 54点 ￥19,800
No, 〃 (B) 〃 ワサビの加工方法と製品 平.1-8 54点 ￥19,800
No,7996(A) 公告・公開 天然香辛料の処理加工方法 平.6-7 65点 ￥24,300
No,7640(A) 〃 〃 平.4-5 65点 ￥24,300
No,6728(A) 〃 〃 昭.63-平.1 73点 ￥24,700
No,7996(B) 公告・公開 ニンニクの処理加工方法 平.6-7 35点 ￥13,700
No,7640(B) 〃 〃 平.4-5 31点 ￥12,400
No,7326(B) 〃 〃 平.2-3 35点 ￥14,000
No,7787 公開特許 カレーの製造加工方法と製品 平.4-6 62点 ￥21,600
*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。

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・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com/


1 防カビ剤組成物 花王株式会社 34 徐放性製剤 レンゴー株式会社

2 （メタ）アクリレート系樹脂 住友化学工業株式会社 35 （イソ）チオシアネート系抗菌防カビ剤 株式会社ニチリン

3
ゲル状抗菌脱臭剤及びゲル状抗菌脱
臭剤の製造方法

エステー化学株式会社 36
イソチオシアネート系水中生物付着防
止剤および生物付着防止塗料

株式会社ニチリン

4 胃障害予防剤
ニューフード・クリエーション
技術研究組合

37
歯垢形成抑制剤組成物、及び当該組
成物を含有する飲食物又は口腔衛生
剤

小川香料株式会社

5
アブラナ科植物からイソチオシアネート
類の製造方法

ニューフード・クリエーション
技術研究組合

38 有害物質の排泄促進剤
ニューフード・クリエーション
技術研究組合

6
抗菌性粉末組成物およびその製造方
法

株式会社カレックス 39 ウイルスの増殖抑制剤 ファインフーズ株式会社

7 揮散性薬剤含有粘着シート状物 レンゴー株式会社 40
イソチオシアン酸アリルを含有する抗
微生物剤およびイソチオシアン酸アリ
ルの放出速度制御方法

三菱ウェルファーマ株式会
社

8
イソチオシアン酸アリルを含有した塗
布用組成物及び食品包装用シート

有限会社アート・バイオ・テ
クノ

41
ワサビ式抗菌脱臭装置及びワサビ式
抗菌脱臭方法

富士重工業株式会社

9 消臭用組成物 日本曹達株式会社 42 抗菌・防虫・忌避剤 三菱化学株式会社

10
イソチオシアン酸エステル系抗菌防カ
ビ製剤

レンゴー株式会社 43 紫外線障害抑制剤 金印株式会社

11 香辛料抽出物 ＯＣＩ株式会社 44
抗酸性用わさび歯磨（テオリーくん１３
０号）抗酸性用熊笹茶（テオリーくん１３
１号）わさび抗菌石鹸…

大西　真実

12
イソチオシアネート保存料系を含む製
品およびそれらの使用法

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

45
エラスターゼの活性阻害剤および化粧
品

金印株式会社

13
ゲル状樹脂成形体組成物並びに揮散
性ゲル状包装薬剤及びその製造方法

第一工業製薬株式会社 46 神経成長因子作用増強剤 国立大学法人名古屋大学

14
保存性に優れた食品の製造法および
食品保存剤

アサマ化成株式会社 47 食品洗浄剤
株式会社ティー・ティー・
シー

15
漬物の製造方法および抗微生物性組
成物

株式会社カレックス 48
老化防止組成物およびそれを含有す
る化粧料ならびに飲食品

廣瀬　行博

16 誤飲誤食を防止できる保冷材 三洋化成工業株式会社 49
抗酸化活性を有する本わさび由来の
化合物

金印株式会社

17 揚げ物用バッターミックス 昭和産業株式会社 50 抗菌シート カメヤ食品株式会社

18 消臭粉粒体 株式会社アクター 51 細胞周期停止剤 金印株式会社

19 イソチオシアン酸エステル含有組成物 レンゴー株式会社 52 病害虫防除剤組成物 河野　茂生

20
イソチオシアン酸アリルのアルコール
水溶液鮮度保持剤

伊藤　日出生 53
抗歯周病剤および該抗歯周病剤を含
有する飲食物又は口腔衛生剤

小川香料株式会社

21 ベーカリー製品の製造方法 昭和産業株式会社 54 海洋生物の付着防止剤及びその使用
株式会社テラバイオレメ
ディック

22 殺虫・忌避製剤 レンゴー株式会社 55 チョークブルード病抑止剤 レンゴー株式会社

23
野菜の鮮度保持剤、野菜の鮮度保持
方法および野菜の栽培方法

河野　茂生 56
皮膚の美白ないしは老化防止剤組成
物および化粧品

金印株式会社

24 風味油およびその製造法 カネク株式会社 57
抗菌剤を封入した容器の固定機構及
びその容器

株式会社ヴァレオサーマル
システムズ

25 青果物の鮮度保持方法 三菱瓦斯化学株式会社 58
食品用抗菌生分解性フィルム又は食
品用抗菌生分解性成型フィルム

株式会社ティー・ティー・
シー

26 揮発性物質の包装体
株式会社ゼクセルヴァレオ
クライメートコントロール

59 水産・湾岸用環境塗布剤 有限会社ＤＦＦ

27 抗酸化性組成物
ニューフード・クリエーション
技術研究組合

60
西洋わさび抽出物およびそれを含む
皮膚用外用剤

東洋紡績株式会社

28 抗酸化剤
ニューフード・クリエーション
技術研究組合

61 西洋わさび抽出物を含む抗酸化剤 東洋紡績株式会社

29
防腐殺菌剤並びに該防腐殺菌剤を配
合した化粧料、医薬品及び食品

株式会社マンダム 62 皮膚老化防止剤および化粧品 金印株式会社

30
アブラナ科野菜組成物及びその製造
方法

アクセス　ビジネス　グルー
プ　インターナショナル　リミ
テッド　ライアビリティ…

63
ゲル状樹脂成形体組成物及び揮散性
ゲル状包装薬剤

第一工業製薬株式会社

31
イソチオシアネート類の安定化方法と
その用途

株式会社林原生物化学研
究所

64
アルコール含有わさび、わさび抽出
液、及びわさび抽出物

カメヤ食品株式会社

32
わさび香味添加物及びその製造方法
並びにわさび香味の加工食品

株式会社マル井 65 肥満防止剤 金印株式会社

33 高血糖障害抑制剤
ニューフード・クリエーション
技術研究組合 以下１５点省略

ワサビ有効成分の利用方法　　　No.10234

[公開編]　　平成15年～平成19年（5年間）　　　80点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥29,400    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥29,400　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥44,100　）
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