
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)

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,9362 公開特許 平.5-平.13 75点 ￥17,200

No,8914       〃 平.5-平.11 85点  ￥29,700

No,8913       〃 平.9-平.11 45点  ￥18,500

No,8285       〃 平.4-平.8 55点  ￥23,300

No,8942       〃 平.5-平.11 60点  ￥23,700

No,8281       〃 平.5-平.8 60点  ￥23,700

No,7556(B)       〃 昭.63-平.4 60点  ￥26,200

No,6448(A)       〃 昭.58-昭.62 63点  ￥23,400

No,8277(A)       〃 平.5-平.8 53点  ￥19,700

No,7529       〃 平.2-平.4 59点  ￥21,300

No,6984       〃 昭.62-平.1 67点  ￥25,000

No,6072       〃 昭.50-昭.61 58点  ￥23,400

No,8277(B)       〃 平.5-平.8 31点  ￥13,300

No,7556(A)       〃 昭.61-平.4 43点  ￥16,900

No,8085       〃 平.6-平.8 79点  ￥24,700

No,7728       〃 平.4-平.5 64点  ￥19,700

No,7324       〃 平.2-平.3 71点  ￥23,400

No,6862       〃 昭.63-平.1 68点  ￥21,700

*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：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

抹茶の処理加工方法

◎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

               〃

               〃

インスタント麦茶の製造加工方法

健康茶の製造加工方法

               〃

緑茶の製造方法
[公開編]平成13年～平成22年（10年間）　　67点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６６４

お   申   込   書

               〃

ウーロン茶の処理加工方法と製品

               〃

               〃

               〃

麦茶の処理加工方法と製品

※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      

混合茶の製造加工方法

杜仲エキスの抽出法と製品

               〃

カテキンの製造加工方法

緑茶飲料の製造加工方法

               〃

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



1 茶の製造方法
株式会社お茶の春野竹原
園

41 マルターゼ阻害茶 長谷川  秀夫

2 茶の製造方法 株式会社伊藤園 42 発酵機能茶 株式会社福寿園

3
釜炒り茶又は碾茶の製造方法及びそ
の製造装置

江口勝平 43 釜炒り茶の製造方法 マルサダ製茶株式会社

4 茶の製造方法 株式会社伊藤園 44 荒茶の製造方法
株式会社河村バーナー製
作所

5 高湿度熱風を用いる緑茶の製造方法 井出裕之 45 撹拌型加熱処理装置と製茶方法 株式会社寺田製作所

6 茶の苦渋味低減方法 株式会社伊藤園 46 製茶方法 井出  裕之

7 生茶葉の付着水分の除去装置 井出裕之 47 茶葉の加熱度合い判定方法 株式会社  伊藤園

8 多用途向け茶の製造方法
財団法人三重北勢地域地
場産業振興センター

48 茶および茶の製造方法 小畑  英幸

9
茶葉を原料とする粉末物の製造方法と
同粉末物からなる錠剤

丸政製茶株式会社 49 製茶方法及び製茶設備 株式会社  伊藤園

10 茶の製造方法 佐藤算子 50 分散茶およびその製造方法 株式会社  伊藤園

11 緑茶組成物及びその製造方法 株式会社仁生堂 51 緑茶の製造方法 マルサダ製茶株式会社

12
緑茶組成物の成形体及びその製造方
法

株式会社仁生堂 52 高品位の緑茶を製造する方法 井出  裕之

13 緑茶の製造方法 株式会社佐藤園 53
釜炒り茶の製茶工程における水乾方
法並びにこれに用いる水乾装置

宮崎県

14 緑茶の製造方法 株式会社佐藤園 54 加熱揉捻製茶法 井出  裕之

15 荒茶のほぐし装置 株式会社山益製作所 55 加工茶葉の製造方法並びに加工茶葉 株式会社荒畑園

16 茶及び茶の製造方法 葛山芳樹 56
苦渋味が抑制された高香味茶葉及び
その調製品

キリンビバレッジ株式会社

17 緑茶粒及びその製造方法 前田重夫 57 熱処理装置および荒茶の製造方法 株式会社宮村鐵工所

18 茶の製造方法 渡辺宇太郎 58 茶葉選別方法 アサヒ飲料株式会社

19 加湿熱風を用いる荒茶の製法 井出裕之 59 緑茶の製造方法
学校法人光産業創成大学
院大学

20 荒茶加工システム及び方法 カワサキ機工株式会社 60
チャフロサイド高含有茶葉およびその
製造方法

財団法人浜松科学技術研
究振興会

21 製茶方法及び製茶装置 株式会社エイ・シー・エム 61 燻煙不発酵茶葉およびその製造方法 キリンビバレッジ株式会社

22
茶類の製造方法、緑茶、抹茶、烏龍
茶、紅茶の製造方法

株式会社ユニカフェ 62
茶の葉の殺青方法、荒茶製造システ
ム、および荒茶の製造方法

株式会社宮村鐵工所

23 荒茶製造方法 井出裕之 63 荒茶の製造方法および製造機 三井農林株式会社

24
緑茶加工品およびその製造方法なら
びに緑茶加工品を使用する小麦粉製
品およびその製造方法

前田産業株式会社 64
茶の葉の殺青方法、荒茶製造システム
および荒茶の製造方法

株式会社宮村鐵工所

25 茶葉の加工方法 林溪貴 65 緑色植物粉末の製造方法 佐藤食品工業株式会社

26 炭入り包装茶およびその製造方法 有限会社　香撰堂本舗 66 荒茶の製造方法
独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構

27
釜炒り茶、その製造方法および製造設
備

佐賀県 67 乾燥茶葉の迅速製造方法及び装置 キリンビバレッジ株式会社

28 茶飲料原料及びその製造方法 株式会社  伊藤園

29 炭茶
静岡ローストシステム株式
会社

30 茶葉の製造ライン 株式会社  伊藤園

31 釜炒り茶等の製法及びその装置 井出  裕之

32 製茶装置および茶の製造方法 サスイ製茶合資会社

33 ミネラル入り緑茶 ▲吉▼田  及也

34 製茶方法 小阪  康弘

35 ミネラル還元水による緑茶の製造方法 有限会社クマモト水研

36 緑茶及び緑茶の製造方法 株式会社つぼ市製茶本舗

37
緑茶組成物の成形体及びその製造方
法

株式会社  仁生堂

38 茶の製造方法及び茶
京都グレインシステム株式
会社

39 茶の製造方法 島根県

40 茶葉の加工方法 株式会社銘葉 以上67点収録

緑茶の製造方法　　　No.10664

[公開編]　　平成13年～平成22年（10年間）　　　　67点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥16,800    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥16,800　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥25,200　）


