
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)

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥４７，２５０－ ￥４５，０００－

(本体価格)

No,8777 公開特許 平.5-10 68点 ¥24,800

No,9860(A)       〃 平.14-16 82点  ￥27,900

No,  〃 （B)       〃 平.11-13 64点  ￥22,100

No,8878       〃 平.5-10 70点  ￥25,400

No,8859 特許登録 平.12-16 71点  ￥25,000

No,8898 公告･登録 平.2-11 80点  ￥30,000

No,9384 公開特許 平.4-13 91点  ￥16,300

No,9209       〃 平.5-12 55点  ￥19,700

No,8986       〃 平.5-11 67点  ￥27,400

No,8988       〃 平.5-11 54点  ￥23,400

No,8995       〃 平.5-11 51点  ￥19,700

No,8996       〃 平.5-11 51点  ￥19,700

No,8941       〃 平.5-11 64点  ￥24,800

No,8939       〃 平.5-11 58点  ￥23,700

No,8942       〃 平.5-11 60点  ￥23,700

No,8950       〃 平.5-11 54点  ￥23,300

No,8961       〃 平.5-11 60点  ￥27,500

No,8913       〃 平.9-11 45点  ￥18,500

No,8911       〃 平.9-11 59点  ￥23,000

No,8902       〃 平.5-11 69点  ￥27,300
*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：〒

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      

食酢の製造方法

               〃

               〃

               〃

カルシウム強化飲料

アレルゲン低減化穀類の製造加工方法

酢ドリンクの製造加工方法
[公開編]平成11年～平成20年（10年間）　　　　92点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３４２A

お   申   込   書

カルシウム吸収促進飲食物

悪酔い予防・治療用組成物

マイタケの処理加工方法

冬虫夏草の処理加工方法

霊芝の処理加工方法

カロチンの製造加工方法

繊維強化飲料の製造加工方法

花粉症予防・治療剤

カテキンの製造加工方法

アミラーゼ阻害物質の製造加工方法

難消化性澱粉粉の製造加工方法

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

健康酢飲食品の製造加工方法

               〃

既刊関連セットのご案内

杜仲エキスの抽出法と製品

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

http://www.itdc-patent.com


1 濃縮アロエサワー 池谷　澄子 34 酢の香味改善方法 マルボシ酢株式会社

2 健康飲料及びその製造方法 株式会社メディア・プライス 35 健康飲料
株式会社　ウイル・コーポ
レーション

3
香酸柑橘果汁を原料とした果実酢及
びその製法

株式会社ポッカコーポレー
ション

36 １０倍濃縮果実酢 株式会社夢海馬

4 カルシウム吸収促進飲食物 株式会社中埜酢店 37 冷凍すり身及びその製造法
株式会社山本フードサービ
ス

5 ワインビネガー入り飲料 レーベン製薬株式会社 38 もろみ酢加工品とその製造方法 南島酒販株式会社

6 新規なミネラル清涼飲料 萩原　義秀 39 サトウキビ汁濃縮物入りもろみ酢 南島酒販株式会社

7 健康飲料 東京エンプラ商事株式会社 40
まろやかな健康食酢及びその製造方
法

独立行政法人科学技術振
興機構

8
ウコンエキス抽出及びウコンを主成分と
した飲み物

熊井　愛子 41 バガス利用品とその製造方法 與那嶺　安雄

9 アガリクス含有健康飲料 株式会社エス・ディ・エル 42 健康ハチミツ酢の製造方法 マルボシ酢株式会社

10
果実酢、果実酢飲料、並びに果実酢
の製造方法

横井醸造工業株式会社 43
焼酎蒸留粕のみから食酢を製造する
方法

マルボシ酢株式会社

11 柿酢含有飲料及びその製造方法 慶北科学大学 44 食酢の製造方法 株式会社プラセス製薬

12 カルシウム飲料
株式会社ミツカングループ
本社

45 食酢の製造方法 株式会社プラセス製薬

13 スパッタリング装置 キヤノン株式会社 46
もろみ酢の緑茶による抗酸化力増強方
法

南島酒販株式会社

14
黒糖モロミ酢、黒糖発酵飲料及びその
製造方法

有限会社奄美大島宇検農
産

47 不快味低減作用及び不快臭低減作用 昭和産業株式会社

15
呈味の改善された飲食品又は口腔用
組成物

新三井製糖株式会社 48 香酢食品とその製造法
株式会社オー・ティーエン
タープライズ

16 まろやかさつまいも酢の製造法 マルボシ酢株式会社 49
米の研ぎ汁を用いた食酢及び清涼飲
料水の製造方法

株式会社大潟村あきたこま
ち生産者協会

17
泡盛蒸留粕を利用した食酢及びその
製造方法

忠孝酒造株式会社 50 黒酢飲料
株式会社ミツカングループ
本社

18 健康食品及び健康飲料 金田　直樹 51 食用酢用安定剤及び食用酢
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

19
ブレンド酢卵飲料食品の製造方法と、
その製造方法によって得たブレンド酢
卵飲料食品

濱田　正 52 もろみ酢飲料及びその製造方法 神楽酒造株式会社

20 紅麹もろみ酢飲料とその製造方法 南島酒販株式会社 53
もろみ酢清涼飲料水の製造方法及び
もろみ酢清涼飲料水

株式会社フリーダムインテ
レクト

21
新規食酢、酸味食品ペースト、及びそ
の製造方法

麒麟麦酒株式会社 54 バルサミコ酢含有健康飲料
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

22 黒麹もろみ酢からなる健康飲料
有限会社インターリンク沖
縄

55 食酢飲料
株式会社ミツカングループ
本社

23 清涼飲料およびその製造方法 株式会社サン食品 56
泡盛黒麹の酵素溶解法による有機酸
増強もろみ酢とその製法

南島酒販株式会社

24 酢酸含有飲料
宝ホールディングス株式会
社

57
もろみ液蒸留残渣の濃縮物及びその
製造方法

国立大学法人　鹿児島大
学

25 サトウキビ汁飲料 南島酒販株式会社 58 飲料組成物 ライオン株式会社

26 飲料及びその製造方法 日本食品化工株式会社 59 酢酸含有アルコール飲料
株式会社ミツカングループ
本社

27
シルクアミノ酸入り桑葉青汁の製造方
法

ロード・ニジュウイチ株式会
社

60
玄米麹の製造方法、及び該玄米麹を
用いる食酢の製造方法

株式会社ミツカングループ
本社

28
酢カドを低減した飲食物およびその製
造方法

日研化成株式会社 61 紅芋加工飲食物およびその製造方法 トーシン株式会社

29 もろみ酢の抗酸化力増強方法 南島酒販株式会社 62
黒酢入りハーブエキス健康飲料及びそ
の製造方法

有限会社健香社

30
梅干牛乳ドリンクと乳食酢ドリンク・フー
ド

永井　正哉 63 健康増進飲料
有限会社インターリンク沖
縄

31
サツマイモ汁液の製造方法、飲料の製
造方法及び飲料

トーシン株式会社 64
カルシウム吸収促進作用を有する食酢
飲料およびその製造方法

株式会社ミツカングループ
本社

32 食酢飲料
株式会社ミツカングループ
本社

65 柿酢ジュースの製造方法 綿田　光康

33 食酢入り清涼飲料水 株式会社シャンソン化粧品 以下27点省略

酢ドリンクの製造加工方法   No.10342A

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥31,500    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥31,500　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥47,250　）

[公開編]　　平成11年～平成20年（10年間）　　　　92点
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