
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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10778 公開特許 平.22 - 23 60点 ￥16,000

No,10479       〃 平.20-平.21 75点 ￥28,000

No,10173B       〃 平.19 57点 ￥21,000

No,10173A       〃 平.18 58点 ￥21,000

No,9946       〃 平.16-平.17 94点  ￥28,500

No,9703       〃 平.13-平.15 100点  ￥23,000

No,9162B       〃 平.9-平.12 90点  ￥32,000

No,9162A       〃 平.6-平.8 80点  ￥24,000

No,9942       〃 平.14-平.17 69点 ￥20,700

No,9303       〃 平.10-平.13 62点 ￥14,500

No,11095       〃 平.26-平.27 85点 ￥20,000

No,11093       〃 平.27 63点 ￥18,000

No,10221       〃 平.13-平.19 99点 ￥29,700

No,10472B       〃 平.21 64点 ￥20,000

No,10472A       〃 平.20 64点 ￥20,000

No,10171       〃 平.18-平.19 95点 ￥29,700

No,9936       〃 平.16-平.17 96点 ￥28,800

No,10440       〃 平.20-平.21 72点 ￥21,900

No,10172       〃 平.18-平.19 77点 ￥24,700

*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：〒

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

※料金には別途送料がかかります。

担当者名

所属部署名

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

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

               〃

               〃

               〃

               〃

ミル装置とミル付コーヒーメーカー
[公開編]平成25年～平成27年（3年間）　　69点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０９８

お   申   込   書

コーヒー飲料の製造加工方法

               〃

               〃

               〃

ホームベーカリーの構造

               〃

コーヒー豆の焙煎方法と装置

食器洗浄機の構造と装置

コーヒー抽出粕の利用方法

既刊関連セットのご案内

               〃

               〃

コーヒーパックとドリッパー

過熱蒸気調理装置の構造

◎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

               〃

               〃



1 コーヒーオイルの製造方法
サントリーホールディングス
株式会社

29 電気コーヒー沸かし器 パナソニック株式会社

2 カップ式自動販売機 富士電機株式会社 30 ミル容器及びミル容器用粉砕具 株式会社吉野工業所

3 コーヒー組成物
クラフト・フーヅ・グローバ
ル・ブランヅ　リミテッド　ライ
アビリティ　カンパニー

31 飲料抽出装置 富士電機株式会社

4 飲料抽出用原料の粉砕装置 富士電機株式会社 32
コーヒー飲料を準備するためのシステ
ム

コーニンクレッカ　ダウ　エ
グバーツ　ベー．　フェー．

5
破砕コーヒー豆の渋皮（チャフ）及び微
粉除去装置

今井　亨 33 飲料抽出装置 富士電機株式会社

6 ミルクフォーマー及び飲料製造装置 パナソニック株式会社 34
自動コーヒーマシン用のコーヒーグライ
ンダ

シュタイナー・アーゲー・
ウェギス

7 飲料ディスペンサ 富士電機株式会社 35 飲み物を作る装置および方法
コンエアー・コーポレーショ
ン

8 飲料供給装置 富士電機株式会社 36 調合飲料機器及び方法
コンエアー・コーポレーショ
ン

9 ロブスタ種コーヒー挽き豆の改質方法
株式会社ユニオンコーヒー
ロースターズ

37 調合飲料機器及び方法
コンエアー・コーポレーショ
ン

10 コーヒー抽出方法 株式会社日本キャンパック 38 飲み物を作る装置および方法
コンエアー・コーポレーショ
ン

11
インスタントフリーズドライコーヒー及び
レギュラーロースト微粉砕コーヒーから
なり、淹れたてのコーヒ・・・

シャキーン・キクマット・ヴァ
ディ

39 飲み物を作る装置および方法
コンエアー・コーポレーショ
ン

12
粉砕コーヒーの粒子サイズ分布および
／または粉砕程度を自動確定するエス
プレッソ機または全自動コーヒー機

ヴェーエムエフ　ヴュルテン
ベルギッシェ　メタルヴァー
レンファブリーク　アクチ・・・

40
材料を粉砕するための装置、システム
及び方法

スターバックス・コーポレイ
ション

13
挽いたコーヒー豆を投入するための装
置及びその装置を含むマシン

コーニンクレッカ　フィリップ
ス　エレクトロニクス　エヌ
ヴィ

41
２つの空間を互いから離隔するための
装置

コーニンクレッカ　フィリップ
ス　エヌ　ヴェ

14
コーヒー飲料を調製するための装置、
そのような装置と共に使用するための
挽いたコーヒー包装カートリッ・・・

コーニンクラケ　ダウ　エグ
バート　ビー．ブイ．

42 電動手動併用のコーヒーミル装置 三村　直也

15
コーヒー飲料システム、コーヒー抽出装
置、コーヒー豆包装カートリッジおよび
コーヒー飲料を調製するた・・・

コーニンクラケ　ダウ　エグ
バート　ビー．ブイ．

43
コーヒー豆パッケージング用カートリッ
ジ、及びそれを含むコーヒー飲料シス
テム

コニンクレイク　ダウエ　エフ
ベルツ　ベー．フェー．

16
コーヒー豆包装カートリッジおよびこれ
を含むコーヒー飲料システム

コーニンクラケ　ダウ　エグ
バート　ビー．ブイ．

44 飲料ディスペンサ パナソニック株式会社

17
コーヒー飲料装置、そのような装置と共
に使用するための第二のコーヒー豆包
装カートリッジ、そのような・・・

コーニンクラケ　ダウ　エグ
バート　ビー．ブイ．

45 ミル装置 岩冨　彌太郎

18
コーヒー飲料システム、このシステムで
使うためのコーヒー豆包装カートリッ
ジ、飲料を調製する方法、コ・・・

コーニンクラケ　ダウ　エグ
バート　ビー．ブイ．

46 飲料提供装置 富士電機株式会社

19
ブリュード飲料品質をコントロールする
方法および装置

コンコーディア・コーヒー・カ
ンパニー、インコーポレイ
テッド

47
食味強化用コーヒー粉末の製造方法
及び食味強化用コーヒー粉末

大阪瓦斯株式会社

20
調理を必要としないインスタント粉末形
態トルココーヒー混合物及びその製造
方法

シェムズ　ギダ　サナイ
ヴェ　ティカレット　リミテッド
シルケティ

48 コーヒー製品および関連する方法
クラフト・フーヅ・リサーチ・
アンド・ディベロップメント・イ
ンコーポレイテッド

21 コーヒー製品および関連する方法
クラフト・フーヅ・リサーチ・
アンド・ディベロップメント・イ
ンコーポレイテッド

49 ソリュブルコーヒー 花王株式会社

22 コーヒー豆の粉砕
ビューラー　アクツィエンゲ
ゼルシャフト

50 飲料製造装置 シャープ株式会社

23 卓上用手動式コーヒーグラインダー ＨＡＲＩＯ株式会社 51 飲料製造装置 シャープ株式会社

24 研磨器の構造 白　宗仁 52 飲料製造装置 シャープ株式会社

25
風味及び芳香を高めた飲料の製造方
法

スターバックス・コーポレイ
ション

53 粉砕装置 シャープ株式会社

26 飲料抽出機の廃棄物回収装置 富士電機株式会社 54
ホルダー式ドリップコーヒーマシン並び
にこれに適用されるドリップコーヒー用
ホルダー

西山工業株式会社

27
飲料抽出機のペーパーフィルタ送出し
装置

富士電機株式会社 55 容器詰めコーヒー飲料の製造方法
サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

28 液体注出装置 富士電機株式会社 以下14点省略

ミル装置とミル付コーヒーメーカー　　　No.11098

[公開編]　　平成25年～平成27年（3年間）　　　　69点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


