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No,8914 公開特許 混合茶の製造加工方法 平.5-11 85点 ￥29,700

No,8913 〃 杜仲エキスの抽出法と製品 平.9-11 45点 ￥18,500
No,8285 〃 〃 平.4-8 55点 ￥23,300

No,8942 〃 カテキンの製造加工方法 平.5-11 60点 ￥23,700
No,8281 〃 緑茶飲料の製造加工方法 平.5-8 60点 ￥23,700

No,7556(B) 〃 〃 昭.63-平.4 60点 ￥26,200
No,6448(A) 〃 〃 昭.58-62 63点 ￥23,400

No,8277(A) 〃 ウーロン茶の処理加工方法と製品 平.5-8 53点 ￥19,700

No,7529 〃 〃 平.2-4 59点 ￥21,300
No,6984 〃 〃 昭.62-平.1 67点 ￥25,000

No,6072 〃 〃 昭.50-61 58点 ￥23,400
No,8277(B) 〃 麦茶の処理加工方法と製品 平.5-8 31点 ￥13,300

No,7556(A) 〃 インスタント麦茶の製造加工方法 昭.61-平.4 43点 ￥16,900
No,5712(A) 〃 〃 昭.57-60 55点 ￥17,600

No,8085 〃 健康茶の製造加工方法 平.6-8 79点 ￥24,700

No,7728 〃 〃 平.4-5 64点 ￥19,700
No,7324 〃 〃 平.2-3 71点 ￥23,400

No,6862 〃 〃 昭.63-平.1 68点 ￥21,700
No,6278 〃 〃 昭.61-昭.62 66点 ￥21,400
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２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・全文公報版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。



37 茶エキス類粉末の製造方法 佐藤食品工業株式会社

1
固型化植物ペースト及びその製造方
法

桜下　昌市 38 水出し煎茶の製造方法 株式会社銘茶問屋太田園

2 こな茶とその製造方法 望月　汎

3 抹茶のふるい方法 東レ株式会社 39 茶 仲田　勇

4 インスタント茶類の製造方法 川本　秀勝 40 茶葉粉砕乾燥方法 株式会社ハンダ

5 粉末茶の製造方法 有限会社協同茶業静岡 41 製茶方法 株式会社　伊藤園

6 微粉緑茶複合食品の製造方法 澤産業株式会社 42 茶の微粉末を製造する装置 望月　二郎

7 緑茶の製造方法 磯谷　恵一 43 茶組成物及び茶類の品質保持方法 株式会社キティー

44 茶類エキス粉末の製造法 佐藤食品工業株式会社

8
緑毛茶の微生物後発酵茶の可溶性粉
末

福地　壽一郎 45 抹茶錠の製造方法 秋山　哲

9 粉茶の製造方法 株式会社お茶の玉露園 46 そばの葉入り抹茶 酒井産業株式会社

10 粉茶の製造方法 有限会社テクノパック 47 インスタント発泡茶類 山岡　淳隼

11 徴粉茶の製造方法 横山　恒登 48 インスタント茶およびその製造方法 ハラダ製茶株式会社

12 食品添加剤 福地　壽一郎 49 品質の改良された茶の製造法 キッコーマン株式会社

13 気流乾燥機を用いる緑茶の製法 磯谷　恵一

14 抗酸化性即席粉末茶の製造方法 日研フード株式会社 50 液状茶又はペースト状茶の保存方法 三菱瓦斯化学株式会社

15
水出し茶の製造方法及び該方法に
よって得られた．．．

有限会社ランカスター 51
生菌数の低減された茶葉製品の製造
方法

リヨーコクシヨウジ株式
会社

16 シート状茶成型物の製造方法 静岡県 52 粉末茶類の製造方法及び粉末茶類 奈良県

53 容器入り緑茶ペースト 三浦　直子

17 粉末茶およびその製造方法 株式会社なべしま 54 茶の製造方法 見城　毅

18 緑茶ペーストの製造方法 株式会社銘葉 55 茶ペースト及びその製造方法 株式会社丸久小山園

19 抹茶ペースト及びその製造方法
株式会社丸久小山元次郎
商店 56 緑茶ペースト 一番食品株式会社

20
顆粒状茶の製造方法および揉捻粉砕
装置

相川鉄工株式会社 57
茶葉微粉末及び抹茶にオリゴ糖、食
物繊維を混合　し、製品を．．．

横山　恒登

58
微粉末茶を用いた茶飲料、及びその
製造方法

フロイント産業株式会社

21 無添加顆粒状茶の製造方法 株式会社お茶の豊水園 59
親水性茶ペーストおよびその製造方
法

株式会社丸久小山園

22 飲食品用抹茶組成物とその製造法 株式会社オリエント藻研 60 製茶方法 株式会社　まるやす

23 茶葉粉砕機 池田　宣也

24
茶葉の微粉化方法、それにより得ら
れる超微粉末茶ならびに．．．

小泉　豊 61 茶粉末の殺菌方法 株式会社　伊藤園

25 粉末茶の製造装置 株式会社寺田製作所 62
風味の向上した不醗酵茶、および不
醗酵茶含有食品

三栄源エフ・エフ・アイ
株式会社

26 茶葉の品質改良方法 稲葉　忠勝 63 抹茶入り茶類飲料及びその製造方法 サッポロビール株式会社

27 緑茶用微粉砕機 株式会社寺田製作所 64
粉末茶含有食品の褐変防止方法及び
褐変が防止された．．．

アサヒ飲料株式会社

28
粉茶の製造方法及び微細粉茶の製造
方法

影山　重光 65 インスタント茶類の製造方法 佐藤食品工業株式会社

29 インスタント緑茶 増田　勝男 66 抹茶ペ－スト 太陽化学株式会社

30
粉末茶錠・顆粒・ペースト及びその
製造方法

有限会社レオ販売企画 67 茶顆粒およびその製造方法 株式会社ファンケル

31 粉末茶を固形化したお茶 東郷　節男 68 茶ペーストの製造方法 大洋香料株式会社

32 粉末茶の製造装置 有木　整男 69 ドリップ式ティーバッグ 株式会社宇治門田園

33 ペースト茶および粉末茶の製造方法 フロイント産業株式会社 70 微粉末茶の製造方法 株式会社海研

34
ペースト茶、粉末茶及びシート状茶
の製造方法

株式会社福寿園 71
粉末茶含有食品の褐変防止方法及び
褐変が防止された．．．

アサヒ飲料株式会社

35 茶葉エキス粉末及びその製造法 京都府 72 グルコサミンを含有する飲料 扶桑化学工業株式会社

36 冷水用飲料物の製造方法 井上　高志 以下３点省略

抹茶の処理加工方法　　　No.9362

[公開編]　　平成５年～平成１３年（９年間）　　　７5点

CD-ROM版　　　￥17,200    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥17,200

日　本　特　許　公　開　　　平成５年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥25,000　）
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