
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)

￥２６,７７５－ ￥２５，５００－

￥２６,７７５－ ￥２５，５００－

￥３９,９００－  ￥３８，０００－)　

(本体価格)

No,9203(A) 公開特許 平.5-12 64点  ￥21,900

      〃  (B) 〃 平.5-12 47点  ￥16,000

No,9204(A) 〃 平.5-12 55点  ￥20,000

      〃  (B) 〃 平.5-12 38点  ￥13.900

No,9201(A) 〃 平.5-12 27点  ￥9,300

      〃  (B) 〃 平.5-12 60点  ￥20,700

No,9803(A) 〃 平.13-16 76点  ￥25,000

No,9202(A) 〃 平.9-12 54点  ￥20,000

No,8286(A) 〃 平.4-8 54点  ￥24,600

No,7475(A) 〃 昭.57-平.3 60点  ￥25,700

No,10125 〃 平.16-18 74点  ￥26,300

No,9750 〃 平.12-15 109点  ￥25,000

No,8857 〃 平.9-11 59点  ￥23,400

No,8287 〃 平.5-8 80点  ￥34,600

No,10128 〃 平.14-18 74点  ￥26,300

No,10124 〃 平.14-18 74点  ￥26,300

No,10129(A) 〃 平.15-16 64点  ￥21,900

      〃    (B) 〃 平.17-18 47点  ￥16,000

No,10024 〃 平.15-17 74点  ￥26,300

No,10023 〃 平.15-17 74点   ￥26,300

*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

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

大豆イソフラボン保健食品

コエンザイムＱ１０含有保健食品

担当者名

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

合計 ￥

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

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

ウコン抽出エキスとその用途

グァバ抽出エキスとその用途

ヨクイニン抽出エキスとその用途

ギムネマ抽出エキスとその用途

アシタバの処理加工方法

モロヘイヤの処理加工方法

 ウコン抽出エキスとその用途
［公開編］平成１３年～平成２０年（８年間） ８５点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３３９

お   申   込   書

アロエより薬効成分の抽出法と製品

               〃

               〃

               〃

血圧降下性機能食品の製法

               〃

コラーゲン美容・保健食品

               〃

               〃

               〃

グルコサミン保健食品

既刊関連セットのご案内

ヒアルロン酸美容・保健剤

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

（ CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

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


1 焙煎ウコン 内藤　忠彦 38 健康食品及びその製造方法 株式会社金花堂

2 ウコン含有食用油脂とその製造方法。 大城　清利 39
肝臓疾患予防治療剤及び肝臓疾患予
防治療用飲食物

丸善製薬株式会社

3 ウッチン牛乳 久保田　厚樹 40 発酵処理物及びその製造方法
株式会社琉球バイオリソー
ス開発

4
植物性成分による植物根茎の異臭、苦
味成分の消臭、低減化方法

草野　啓吾 41 抗酸化剤
株式会社琉球バイオリソー
ス開発

5 健康食品の製造方法 近藤　堯 42 ウコン粉末加工食品 佐藤　実

6
クルクミン配合物、その製造方法、その
使用および適用製品

ビーエーエスエフ　アクチェ
ンゲゼルシャフト

43 アディポネクチンの産生増強、促進剤
独立行政法人産業技術総
合研究所

7
乳酸菌共棲培養物と薬用植物とからな
る食品及びその製造法

上地　英子 44
クルクミン誘導体からなるメラニン産生
促進剤及びその利用

日光ケミカルズ株式会社

8 飲料水 工藤　満 45 ウコン含有組成物 レキオファーマ株式会社

9 還元型抗酸化物質及びその製造方法 有限会社養生源 46 肝保護剤 森下仁丹株式会社

10 アンジオテンシン変換酵素阻害物質 沖縄食糧株式会社 47 植物性抗腫瘍剤 株式会社沖縄発酵化学

11
未利用資源植物茎葉の有効活用とそ
の製造方法

草野　啓吾 48
肝臓障害抑制作用組成物とその製造
方法

株式会社カネカ

12 発酵ウコンの製造法 コンビ株式会社 49 水性ウコン色素製剤の調製方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

13 経口消臭剤 株式会社ウコン茶総本舗 50 ウコンかウコンの成分を使用した酒類。 藤下　敬祐

14 ウコン入り無塩薬膳麺 茂木　八千代 51 ウコン含有飲料 株式会社　伊藤園

15
骨代謝改善剤及び骨粗鬆症の予防又
は治療用飲食物

丸善製薬株式会社 52 苦瓜ウコン配合飲食品 有限会社水耕八重岳

16 ＳＣＦ結合阻害剤 花王株式会社 53 発酵処理物及びその製造方法 鳥居　恭好

17
骨代謝改善剤及び骨粗鬆症の予防又
は治療用飲食物

丸善製薬株式会社 54
高機能性健康食品、及び高機能性健
康食品の製造方法

株式会社沖縄発酵化学

18 強力な抗酸化作用を有する生薬処方 大塚薬品工業株式会社 55 糖尿病予防・治療組成物 グリーン漢方製薬株式会社

19 健康食品 オーエス工業株式会社 56 ウコン入り発芽玄米及びその製造法 有限会社しゃりや

20
ウコン含有ジアシルグリセロール溶液と
その製造方法。

大城　清利 57 薬用材料及び薬用材料製造方法
ファーメックス・ジャパン株
式会社

21 薬膳米 株式会社島田農機商会 58 クルクミン水溶液の製造方法
株式会社バイオ・タキソー
ル

22 液体状健康食品の製造法 小松　昭規 59 健康美容食品 石川　尚文

23 ウコン入りサブレー風小判菓子
マルチ情報サービス有限会
社

60
機能性発酵ウコン食材及びその製造
方法

発酵ウコン株式会社

24 ウコン粉末入り小麦粉 上沢　愛子 61 肝機能強化性健康食品
有限会社有効微生物研究
所

25 医薬用組成物 ダイト株式会社 62
高機能性健康食品、及び高機能性健
康食品の製造方法

金秀バイオ株式会社

26 健康食品の製造方法
株式会社京都栄養化学研
究所

63
高機能性健康食品の苦味低減化方
法、及び低苦味組成物

金秀バイオ株式会社

27 免疫調節組成物 太陽化学株式会社 64
臭味改良ウコン、その製造方法、及び
該ウコンを用いた組成物

株式会社　伊藤園

28
泡盛醪粕を用いた健康食品の製造方
法

有限会社命どぅ宝総本舗 65
Ｌ－カルニチン合成系酵素遺伝子の
転写促進用組成物

株式会社カネカ

29 ウコンの抽出方法並びにウコン加工品 株式会社沖縄発酵化学 66
長命草を用いた機能性食品、及びそ
の製造方法

金秀バイオ株式会社

30
梅ウコンエキス製造方法及びそれを用
いた健康飲料及び加工食品

熊井　愛子 67 ウコンを含有する麺の製造方法 大前　孝彦

31
ウナギ骨髄オイルを含有する栄養補助
食品

善ケミカル株式会社 68
非アルコール性脂肪肝炎予防・治療用
組成物

大澤　俊彦

32 薬草酒の製造方法 親里　喜代子 69 ウコンかち割氷 有限会社小島通商

33 ウコン抽出液組成物 株式会社ほくと 70 ウコン入り飲料の製造方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

34 経口用ウコン類組成物 三重県 71 飲食品及び苦味マスキング剤 キユーピー株式会社

35 真皮線維芽細胞賦活剤 株式会社ノエビア 72 ＣＰＴ活性亢進剤及び飲食物 株式会社　伊藤園

36 発酵処理物及びその製造方法
株式会社琉球バイオリソー
ス開発

73 春ウコン葉抽出物、化粧料および食品 山崎　新

37 有色薬膳餅と有色薬膳餅の製造方法 有限会社神川薬膳 以下12点省略

ウコン抽出エキスとその用途   No.10339

[公開編]　　平成13年～平成18年（6年間）　　　　85点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥26,775    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥26,775　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥39,900　）
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