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(税込価格) (本体価格)

￥１７，２８０－ ￥１６，０００－

￥１７，２８０－ ￥１６，０００－

￥２５，９２０－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,11024 登録・公開 平.27 69点 ￥16,000

No,10953       〃 平.26 70点 ￥16,000

No,10868       〃 平.25 62点 ￥16,000

No,10792       〃 平.24 62点 ￥16,000

No,10681       〃 平.23 60点 ￥15,000

No,10548       〃 平.22 70点 ￥20,000

No,10414       〃 平.21 74点 ￥23,700

No,10284       〃 平.20 75点 ￥24,300

No,10136       〃 平.19 72点 ￥23,400

No,10026       〃 平.18 86点  ￥26,700

No,9898       〃 平.17 71点  ￥21,300

No,9765       〃 平.16 72点  ￥16,500

No,9631       〃 平.15 66点  ￥15,200

No,9432       〃 平.14 61点  ￥14,000

No,9244       〃 平.13 60点  ￥15,000

No,10131 公開特許 平.16-18 75点  ￥24,700

No,9748       〃 平.11-15 100点  ￥23,700

No,8620       〃 平.5-10 87点  ￥23,800

No,10132       〃 平.9-18 93点  ￥27,900

*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。
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納豆の製造加工方法
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※料金には別途送料がかかります。
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既刊関連セットのご案内

納豆の製造加工方法
[登録・公開編]平成28年（1年間）　　60点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１１４

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

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



1
食品容器、容器入り納豆及びその製
造方法、調味料注入方法

株式会社Ｍｉｚｋａｎ 33
ケラチン増加作用を呈するポリフェノー
ル誘導体及びその製造方法

二村　芳弘

2
経口摂取用皮膚賦活剤、及びその製
造方法

株式会社ダイセル 34 液状調味料組成物及びその製造方法
日清オイリオグループ株式
会社

3 抗疲労組成物 株式会社東洋発酵 35 経口組成物及び呈味改善組成物 株式会社東洋新薬

4 穀類加工食品およびその製造方法 国立大学法人　新潟大学 36 納豆菌発酵物およびその製造方法 不二製油株式会社

5 飲食用組成物 株式会社東洋新薬 37
納豆のたれ用調味料及びそれを用い
た味付納豆巻食品

マルイチフーズ株式会社

6
飲食品用の緑葉粉末及び飲食品の摂
飲の改善方法

株式会社東洋新薬 38 粉末配合物 イシズム株式会社

7 飲食用組成物 株式会社東洋新薬 39
アミロイド形成阻害作用を呈するネル
ボン酸誘導体及びその製造方法

二村　芳弘

8
睡眠改善作用を有する焼き菓子及び
該焼き菓子用プレミックス

アサマ化成株式会社 40
水素を発生しケラチン産生作用を呈す
るレスベラトロール誘導体及びその製
造方法

二村　芳弘

9
大豆米糠発酵組成物及びその製造方
法、並びに、抗高血圧組成物及び飲
食品

株式会社ラフィーネイン
ターナショナル

41
チャフロサイドを高濃度含有する組成
物及びその製造方法

静岡県公立大学法人

10 抗糖尿病組成物及び飲食品
株式会社ラフィーネイン
ターナショナル

42 骨強化促進用組成物 サンエイ糖化株式会社

11
タンパク質基質の加水分解物及びそ
の生成方法

ネステク　ソシエテ　アノニム 43 食味改良剤 アサマ化成株式会社

12 テクトリゲニン類含有飲料 株式会社東洋新薬 44 調味液の製造方法 藤安醸造株式会社

13 飲料組成物
ガネーデン　バイオテック
インコーポレイテッド

45 添加剤 株式会社アイビー化粧品

14 新規納豆およびその製造方法
株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｈｏｌｄｉｎ
ｇｓ

46 コーン発酵物及びその製造方法 有限会社カミノ製作所

15 抗アレルギー剤及びその製造方法 ヒガシマル醤油株式会社 47 抗ウイルス用組成物
一般財団法人杉山産業化
学研究所

16
保存安定性に優れたＳ－アデノシル－
Ｌ－メチオニン含有乾燥酵母組成物及
びその製造方法

三菱瓦斯化学株式会社 48
ＡＴＰ増加作用を呈するジェウェノール
Ａ誘導体及びその製造方法

二村　芳弘

17 大豆発酵組成物の利用、及び飲食品
株式会社ラフィーネイン
ターナショナル

49 シロップ組成物 不二製油株式会社

18
飲食品用の緑葉粉末及び飲食品の摂
飲の改善方法

株式会社東洋新薬 50
植物発酵物を含む錠剤及びその製造
方法

富士フイルム株式会社

19
飲食用組成物、乳酸菌増殖用組成
物、阿蘇産の大麦の茎及び／又は
葉、黒ボク土を用いて栽培した・・・

株式会社東洋新薬 51 コク味強化材 株式会社ＡＤＥＫＡ

20 抗酸化組成物 株式会社　資生堂 52 前立腺肥大症改善剤 オリザ油化株式会社

21 バナナ酵素処理物およびその利用 株式会社ファーマフーズ 53
腸内微生物叢の平衡を保つための組
成物、該組成物の製法、および、該組
成物の利用

シャンハイ　ジャオ　トン　ユ
ニバーシティ

22
βセクレターゼの活性阻害用組成物、
β－アミロイドの凝集抑制用組成物、
小胞体ストレス誘導細胞傷害の・・・

株式会社ラフィーネイン
ターナショナル

54 乾燥した芽胞発芽性化合物の混合物 エンヴェラ　エルエルシー

23 経口組成物 小林製薬株式会社 55 新規なバチルス株及び組成物 エンヴェラ　エルエルシー

24 食品用容器 阿部　雅美 56 食品素材改質用酵素製剤
ナガセケムテックス株式会
社

25
紅藻抽出物を添加した米加工食品お
よびその製造方法

国立大学法人　新潟大学 57
優れた血中アルコール濃度低下促進
剤

興和株式会社

26 腸内環境及び腸管バリア改善組成物 齋藤　糧三 58 ヒハツ配合製剤 興和株式会社

27
メナキノン－７を含有する蛋白質含有
食品副産物の発酵物及びその製造法

不二製油株式会社 59 食肉の色調改善方法 天野エンザイム株式会社

28
メナキノン－７含有発酵蛋白質組成物
及びその製造法

不二製油株式会社 60 顆粒体 有限会社慶慶飯店

29
外因性ビタミンＫ２を含む炎症調節用
栄養組成物

ネステク　ソシエテ　アノニム

30
難消化性グルカンを含有する整腸剤
およびその製造方法

日本食品化工株式会社

31 液体調味料 キッコーマン株式会社

32 納豆のたれ用調味料
興人ライフサイエンス株式
会社 以上60点収録

納豆の製造加工方法　　　No.11114

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　60点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥17,280    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥17,280　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥25,920　）


