
株 式 会 社 国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４ 藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， ９３２６ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞ http://www.itdc-patent.comホームページ公開中！

＊お求め安い価格で新登場！

食品用天然酸化防止剤の組成
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］ 平成１０年～平成１３年（４年間） ７０点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１７，５００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥１７，５００－
（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２６，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8469 公開特許 食品用天然酸化防止剤の組成 平.7-9 83点 ￥29,600
No,8499 〃 食品用日持ち向上剤の組成 平.5-9 70点 ￥27,400
No,8391 〃 食品用抗菌剤の組成 平.6-9 55点 ￥21,600
No,8468 〃 食用肉改質剤の組成 平.7-9 69点 ￥24,700
No,8942 〃 カテキンの製造加工方法 平.5-11 60点 ￥23,700
No,8939 〃 カロチンの製造加工方法 平.5-11 58点 ￥23,700
No,8950 〃 アミラーゼ阻害物質の製造加工方法 平.5-11 54点 ￥23,300
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34 酸化防止方法及び酸化防止食品 雪印乳業株式会社

1 抗酸化剤組成物 株式会社資生堂 35 抗酸化物質の製造法 明治製菓株式会社

2 抗酸化剤 日野製薬株式会社 36 抗酸化剤の製造方法
大日本インキ化学工業株式
会社

3 天然抗酸化食品およびその製造方法 日研フード株式会社 37 抗酸化剤組成物及びその製造方法 清岡　高敏

4 酸化防止剤 小沼　信一 38 植物性抗酸化剤、及び、胃潰瘍等治
療薬

日本甜菜製糖株式会社

5 タンニン成分の抽出方法並びにこれを
含む抗酸化剤及び消臭剤の製造方法

株式会社東洋発酵 39 ワカメ芽株を原料とする抗酸化食品素
材の製造方法

徳島県

6 抗酸化剤 株式会社　伊藤園 40 抗酸化剤 不二製油株式会社

7 大麦由来の天然系抗酸化剤 株式会社はくばく 41 柑橘果実由来の抗酸化性成分含有食
品素材

株式会社ポッカコーポレー
ション

8 酸化的ストレス判断解析表及び抗酸化
補助物質

日研フード株式会社 42 抗酸化剤 太陽化学株式会社

9 アスタキサンチン含有飲食物 サントリー株式会社 43 消臭・酸化防止用茶抽出物含有組成
物

日清製油株式会社

10 酸化防止剤組成物及びこれを含有し
た食品又は飼料

キユーピー株式会社 44 抗酸化剤及び酸化防止方法
焼津水産化学工業株式会
社

11 油で揚げる加工食品の酸化防止法 小沼　信一 45 酸化防止剤 日本新薬株式会社

12 抗酸化剤 ライオン株式会社 46 甜菜・甘蔗抗酸化性組成物（ＢＡＣ） 日本甜菜製糖株式会社

13 抗酸化剤 御木本製薬株式会社 47 アリルテトラリン誘導体を有効成分とす
る抗酸化性抽出物、並びにこれを．．．

チョーヤ梅酒株式会社

14 柑橘果実由来の抗酸化性物質
株式会社ポッカコーポレー
ション 48 抗酸化剤 小川香料株式会社

15 抗酸化剤及び該抗酸化剤を配合した
油脂含有食品

雪印乳業株式会社

16 酸化防止剤組成物及びこれを含有し
た食品又は飼料

キユーピー株式会社 49 食品用抗酸化剤及び酸化安定性に優
れた水中油型エマルジョン食品

クノール食品株式会社

50 抗酸化物及び抗酸化物組成物並びに
その製造方法

株式会社　タケックステクノ

17 抗酸化剤 萩原　義秀 51 新規抗酸化組成物及び抗炎症組成物 株式会社ファンケル

18 抗酸化力のある発酵胡麻およびこれを
用いた食品

有限会社ソーイ 52 抗酸化剤及び活性酸素消去剤 小林製薬株式会社

19 抗酸化剤 ライオン株式会社 53 抗酸化剤及び活性酸素消去剤 小林製薬株式会社

20 過酸化脂質生成抑制剤、その製造法
および利用

備前化成株式会社 54 抗酸化剤及び活性酸素消去剤 小林製薬株式会社

21 トコフェロールの抗酸化性改良法 植田製油株式会社 55 抗酸化剤及び活性酸素消去剤 小林製薬株式会社

22 抗酸化剤 株式会社資生堂 56 酸化防止剤組成物及び油脂組成物 理研ビタミン株式会社

23 抗酸化物質及びその製造方法 サンエイ糖化株式会社 57 抗酸化剤 旭化成株式会社

24 抗酸化剤 雪印乳業株式会社 58 抗酸化・免疫向上飲料及びその製造
方法

日研フード株式会社

25 抗酸化性を有する果汁粉末及びその
製造法

日研フード株式会社 59 抗酸化性組成物およびその製法 三崎　旭

26 抗酸化系を含むインスタント飲料
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ．．． 60 抗酸化剤 日清製油株式会社

27 抗酸化食品 森永製菓株式会社 61 抗酸化剤 三井製糖株式会社

28 酸化安定な液性組成物 太陽化学株式会社 62 フラボノイド入り飲食料
株式会社ポッカコーポレー
ション

29 高い酸化安定性を有する大豆油
イー・アイ・デユポン・ドウ・ヌ
ムール・アンド・カンパニー 63 食品の抗酸化能を増強させる方法及

び食品用の抗酸化能増強剤
雪印食品株式会社

30 抗酸化剤及び／または塩を含有する
新鮮なハーブ製品

バイロン　オーストラリア
ピーティーワイ　リミテッド 64 肉から得られる抗酸化性物質及びその

使用方法
雪印食品株式会社

31 抗酸化剤及びその製造方法 株式会社サンギ 65 嫌気的に発酵した固形植物廃棄物か
らの抗酸化剤の抽出方法．．．

ウェン・ジー－シェン

66 抗酸化剤及びその製造法
焼津水産化学工業株式会
社

32 消臭及び抗酸化機能を有する食品及
びその製造方法

ヤママサフーズ株式会社 67 カジメから分離した新規物質、その抽
出及び精製方法、及び．．．

ベントリ　カンパニー　リミ
テッド

33 抗酸化作用を有する組成物 明治乳業株式会社 以下３点省略
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