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33
コーヒー飲料の製造方法及び製造装
置

株式会社　伊藤園

1 起泡性コーヒー飲料の製造方法 日本たばこ産業株式会社 34
新規なコーヒー飲料及びその製造方
法

アサヒ飲料株式会社

2
コーヒー豆から抽出されたＳＯＤ様
抽出組成物

株式会社東洋発酵

3 低カロリー飲料
キリンビバレッジ株式会
社 35 レギュラーコーヒーの保存方法 石脇　智広

4 冷凍コーヒー濃厚物
味の素ゼネラルフーヅ株
式会社 36 低酸性飲料の製造方法 サントリー株式会社

5
コーヒー飲料の風味調整方法及びそ
れにより得られるコーヒー飲料

アサヒ飲料株式会社 37
改良された発泡性をもつカプチーノ
クリーマー

クラフト・フーヅ・イン
コーポレーテッド

6 コーヒー豆を使用した新飲料 アサヒ飲料株式会社 38 不溶性固形物入り飲料の製造方法 サッポロビール株式会社

7 起泡性飲料の製造方法 日本たばこ産業株式会社 39
薬剤耐性真菌に有効な抗かび剤並び
にこれを含有する低酸性飲料．．．

三井農林株式会社

8 コーヒーの製造方法 株式会社ヤクルト本社 40 飲料の製造方法
株式会社コカ・コーラ
アジア．．．

9 嗜好飲料用抽出液の製造方法 稲畑香料株式会社 41 グルコサミンを含有する飲料 扶桑化学工業株式会社

10
密閉容器入りコーヒー豆入り飲料の
製造方法

大東乳業株式会社 42 抽出粕の脱水装置
株式会社東海パウデック
ス

11
増強したフレ―バ―及び色を有する
ソルブルコ―ヒ―並び．．．

クラフト・フーヅ・イン
コーポレーテッド 43

無色・透明なコーヒー抽出液の製造
方法及び該方法により．．．

東京フードテクノ株式会
社

12 飲料の製造方法 株式会社　伊藤園 44
コーヒー成分抽出用水およびコー
ヒー成分抽出液

ホシザキ電機株式会社

13
泡立ちミルクあるいはクリーム入り
コーヒーの調製方法

サラ　レー／デーエー
エン．ファウ． 45 コーヒー飲料およびその製造方法 サッポロビール株式会社

14 缶入り飲料 三菱マテリアル株式会社 46
卵油粉末、卵油粉末の製造方法、卵
油入りコーヒーおよび．．．

猪岡　尚志

15 嗜好飲料用エキスの製造方法 稲畑香料株式会社 47 コーヒー豆の保存方法
株式会社林原生物化学研
究所

16 乳成分含有飲料の製造方法 森永乳業株式会社 48 コーヒー抽出液の保存方法
株式会社林原生物化学研
究所

17
自己白色コ―ヒ―およびその製造方
法

クラフト・フーヅ・イン
コーポレーテッド 49 嗜好食品及びその製造方法 株式会社メデイカライズ

18 コーヒー飲料の製造方法
株式会社日本キヤンパッ
ク 50 弱酸性ブラックコーヒー飲料 三菱化学フーズ株式会社

19 コーヒー飲料の製造方法 森永乳業株式会社 51 膜濾過除菌用フレーバー 小川香料株式会社

20
風味豊かなコ―ヒ―及びコ―ヒ―飲
料

稲畑香料株式会社 52
コーヒー飲料及びその加工飲料、並
びに、コーヒー用添加調製物

有限会社アイテック

21
酸素吸収性積層フィルムで包装され
たコ―ヒ―類

味の素株式会社 53
新規マンナナーゼ、その製造法およ
び用途

麒麟麦酒株式会社

22 コーヒー飲料の製造方法 サッポロビール株式会社 54
マンノオリゴ糖類を主成分とする組
成物

味の素ゼネラルフーヅ株
式会社

23
香材入りコーヒーの製法及び香材入
りコーヒー

島野珈琲株式会社 55 コーヒーの製造方法
エル・エフ・ラボラト
リー株式会社

24
保存安定性に優れたコーヒー抽出液
及びその製造方法

森永乳業株式会社 56 乳含有コーヒーの沈殿防止方法
三栄源エフ・エフ・アイ
株式会社

25
甘味料含有コーヒー飲料及び甘味料
含有コーヒー飲料の製造方法

サッポロビール株式会社 57 焙煎コーヒー凝集物の製造方法
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

26
豆入りコーヒー飲料及びその製造方
法

寳酒造株式会社 58 カプセル入り嗜好品 福島　哲彌

27
未変性ラクトフェリン入り殺菌飲料
及びその製造法

森永乳業株式会社 59 コーヒー飲料系
ソシエテ　デ　プロデユ
イ　ネツスル．．．

28 酸性飲料で安定な抗菌剤製剤 長谷川香料株式会社 60 黒糖香りコーヒーとその製造方法 上地　直樹

29 コーヒー抽出液
三栄源エフ・エフ・アイ
株式会社 61

レギュラーコーヒー・紅茶用飲料容
器

秋山　聖三

30
コーヒー豆の処理方法およびコー
ヒー豆

オアシス珈琲有限会社 62 密封容器詰牛乳入りコーヒー 東洋製罐株式会社

31
安定な乳入りコーヒー飲料およびそ
の製造方法

株式会社ヤクルト本社 63 乳入り缶飲料の製造方法 日本たばこ産業株式会社

32
表層コーティングコーヒー飲料凍結
物

味の素ゼネラルフーヅ株
式会社 以上６３点
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コーヒー飲料の製造加工方法　　　No.9277

[公開編]　　　平成１２年～平成１３年　　　６３点

CD-ROM版　　　￥1４,５００    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥1４,５００

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥２１,０００　）


