
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)

￥２９，４００－ ￥２８，０００－

￥２９，４００－ ￥２８，０００－

￥４４，１００－ ￥４２，０００－

(本体価格)

No,10476 公開特許 平.16-平.21 70点 ￥20,000

No,10081       〃 平.15-平.18 74点 ￥23,500

No,9473       〃 平.5-平.13 85点 ￥19,600

No,10437       〃 平.20-平.21 73点 ￥22,000

No,10160       〃 平.18-平.19 74点 ￥22,500

No,10475       〃 平.16-平.21 77点 ￥24,000

No,9384       〃 平.10-平.17 90点 ￥28,400

No,8283       〃 平.5-平.8 59点 ￥23,400

No,8911       〃 平.9-平.11 59点 ￥23,000

No,10342A       〃 平.11-平.20 92点 ￥30,000

No,10342B       〃 平.11-平.20 92点 ￥30,000

No,8777       〃 平.5-平.10 68点 ￥24,800

No,10341       〃 平.18-平.20 82点 ￥28,500

No,10125       〃 平.16-平.18 74点 ￥26,300

No,10477       〃 平.16-平.21 82点 ￥24,000

No,10509       〃 平.12-平.21 100点 ￥30,000

No,10461       〃 平.20-平.21 100点 ￥30,000

No,10502       〃 平.17-平.21 69点 ￥28,000

No,10504       〃 平.21 66点 ￥26,000

*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

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

血圧降下性機能食品の製法

青汁の製造加工方法と製品

発毛・育毛用食品の組成

美肌用サプリメント

酢ドリンクの製造加工方法

酢健康食品の製造加工方法

健康酢飲食品の製造加工方法

朝鮮人参の処理加工方法と製品

カルシウム強化飲料

スポーツ・ドリンクの製造加工方法

繊維強化飲料の製造加工方法

ゼリー飲料の製造加工方法

豆乳アイスの製造方法

新食感菓子類の製造加工方法

海洋深層水を使用した飲食品

               〃

食塩の製造方法と加工食塩

               〃

低アルコール飲料の製造方法

会社名

所属部署名

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

◎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

既刊関連セットのご案内

※料金には別途送料がかかります。

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

ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５２３

お   申   込   書

ミネラル補給飲料の製造方法
[公開編]平成16年～平成21年（6年間）　　100点

担当者名



1 飲料水用改質剤及び改質飲料水 ナキジンミネラル株式会社 37 スポーツ用飲料と食品 チョーヤ梅酒株式会社

2
易吸収性ミネラル含有健康食品並び
に其の製造方法

アイシーエス株式会社 38 ミネラル強化蛋白飲料及びその製造法 不二製油株式会社

3
ミネラル含有液とその製造方法および
これを用いた製品

エア・ウォーター株式会社 39 非茶系容器詰飲料 花王株式会社

4 清涼飲料 キッコーマン株式会社 40 機能性付加水とその製造方法 五洲薬品株式会社

5 海水を利用したミネラル組成物 サントリー株式会社 41 非茶系容器詰飲料 花王株式会社

6
ミネラル補給飲料用組成物、およびミ
ネラル補給飲料水

マリーンバイオ株式会社 42
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

7 電解質組成物 清水製薬株式会社 43 容器詰飲料 花王株式会社

8 熱中症予防
株式会社クレッセンドコーポ
レーション

44
緑茶抽出物の精製物及びそれを配合
した高濃度カテキン含有容器詰飲料

花王株式会社

9 海洋ミネラル糖 赤穂海水株式会社 45 低吸湿性粉末にがり 室戸海洋深層水株式会社

10 水難溶性ミネラル用分散剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

46
血中乳酸値上昇抑制組成物及びそれ
を含有する飲食品

株式会社ファーマフーズ

11 ミネラル吸収亢進組成物 株式会社ファンケル 47 水分電解質補給飲料 味の素株式会社

12 ミネラル吸収促進剤 花王株式会社 48 ミネラル水およびその製造方法 大日精化工業株式会社

13 ミネラル健康補助食品 眞玉橋  麻紀 49 ミネラル強化用組成物 太陽化学株式会社

14
マグネシウムを多量に含有するミネラ
ル含有組成物及び、その製造方法

マリーンバイオ株式会社 50 口腔用補湿液 五洲薬品株式会社

15 食酢入り清涼飲料水 株式会社シャンソン化粧品 51 機能性飲食品 株式会社創研

16
重水素減少水（スーパーライトウォー
ター）を原料とするスポーツドリンクの飲
用による筋肉増強、及び製・・・

株式会社インターナショナ
ルサイエンティフィック

52 ミネラル組成物 太陽化学株式会社

17
血液型別に成分を調合した清涼飲料
水

田中  政明 53 粘度調整剤 太陽化学株式会社

18 スポーツ用飲料 チョーヤ梅酒株式会社 54 健康増進飲料
有限会社インターリンク沖
縄

19
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 55
後味を少なくするまたはなくすためのス
ポーツドリンク酸味料ブレンド

ストークリー－ヴァン  キャン
プ  インコーポレイテッド

20 抗酸化性水及び抗酸化性飲料 室田  渉 56
高リン血症用製剤、並びにそれを含有
する飲食品及び飼料

太陽化学株式会社

21
生理活性を有する機能性水及び機能
性飲料

室田  渉 57 ミネラル水 博多港管理株式会社

22
海洋深層水を原料とするミネラル水の
製造方法

加藤  和彦 58 容器詰飲料 花王株式会社

23 飲料水及びその製造方法 株式会社伊豆深層水 59 液体飲料組成物及びその製造方法 和光堂株式会社

24 ミネラル含有水の製造方法 浅岡  敬一郎 60 清涼飲料水 サンカイ化成株式会社

25 硬度調整天然水 五洲薬品株式会社 61 容器詰飲料 花王株式会社

26
海水を利用した飲料及びその製造方
法

赤穂化成株式会社 62
アミノ酸含有容器詰清涼飲料、及びそ
の製造方法

キリンビバレッジ株式会社

27
ミネラル補給用アルカリ水溶液、その製
造方法及びそれを利用した骨多孔症
予防及び改善用造成物（ａｌｋ・・・

ジンジュバイオフード株式
会社

63 体温制御剤 日本たばこ産業株式会社

28 果汁含有飲料 高砂香料工業株式会社 64 ミネラル添加飲料 山田  茂

29 エネルギー補給および抗疲労飲食品 備前化成株式会社 65
海水を利用した飲料及びその製造方
法

赤穂化成株式会社

30
クエン酸の酸味が緩和されたクエン酸
含有飲料

キリンビバレッジ株式会社 66 ミネラル水およびその粉末 明王物産株式会社

31 ミネラル含有水の製造方法
株式会社ザイインターナ
ショナル

67 炭水化物及び電解質補充用組成物
ストークリー－ヴァン  キャン
プ  インコーポレイテッド

32 ミネラル強化飲料用分散剤 第一工業製薬株式会社 68 ミネラル吸収促進剤及びその用途
株式会社林原生物化学研
究所

33
海水を利用した飲料及びその製造方
法

赤穂化成株式会社 69 ミネラル含有酸性たん白飲食品 不二製油株式会社

34
ボトル入り飲用液体にミネラルを添加
するためのミネラル強化システム

ザ  プロクター  アンド  ギャ
ンブル  カンパニー

70 飲料の製造方法 赤穂化成株式会社

35 ミネラル組成物および苦味抑制方法 大日精化工業株式会社 71 ス－プ状コンブの製造方法 有限会社ユア

36
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 以下29点省略

ミネラル補給飲料の製造方法　　　No.10523

[公開編]　　平成16年～平成21年（6年間）　　　　100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　）


