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35 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

1 アミラーゼ阻害物質を含有する茶飲料 日清製粉株式会社 36 混濁の少ない茶類飲料の製造法 キッコーマン株式会社

2 炭酸ガス入り日本茶の製造方法 中村　達 37 香りを長期間保持させる方法 明治乳業株式会社

3 飲用茶液の製造法 森　迪也

4 茶飲料の製造方法 株式会社　伊藤園 38 カフェイン高含有エキス及びその製造
方法、並びにカフェイン含有飲食物

株式会社　伊藤園

5 茶類飲料の製造方法 カルピス食品工業株式会社 39 茶抽出方法
株式会社日本サンガリアベ
バレッジカンパニー

6 異種植物の香りを付けた緑茶 堀　裕代 40 容器入り濃厚茶飲料 フロイント産業株式会社

7 冷水用飲料物の製造方法 井上　高志 41 飲料の製造方法 株式会社　伊藤園

8 濃縮茶及びその製造方法 星野科学株式会社 42 茶飲料 株式会社ヤクルト本社

9 カテキン類を含有する茶抽出物の製造
方法

ミナト製薬株式会社 43 茶葉ジュースおよびその製造方法 竹内　壽

44 茶葉及びその抽出物、それを含有する
飲食物、抗炎症剤

木村　靖

10 製茶方法 株式会社　伊藤園 45 カルシウム添加茶製品 有限会社甲修園

11 深層海水成分を用いた清涼飲料 井高　英一 46 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

12 茶の製造方法 株式会社　伊藤園 47 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

13 茶と炭酸水で炭酸飲料 杉永　正 48 茶濃縮物の製造方法
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

14 緑茶飲料 明治製菓株式会社 49 緑茶牛乳の製造方法 キム　ウォン－バエ

15 α－波増進飲料用組成物及びこれを
含有する飲料

第一製糖株式会社 50 ２－ブタンチオール化合物からなる茶
飲料用添加剤

小川香料株式会社

16 清澄緑茶飲料の製造方法 サッポロビール株式会社 51 ４－メルカプト－２－ペンタノン化合物
からなる茶飲料用添加剤

小川香料株式会社

17 清澄緑茶飲料の製造方法 サッポロビール株式会社 52 オクタジエン－３－オンからなる茶飲料
用添加剤

小川香料株式会社

18 清澄緑茶飲料の製造方法 サッポロビール株式会社 53 ゼオライトを用いる茶の加工
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシャープ

19 清澄緑茶飲料の製造方法 サッポロビール株式会社

20 清澄緑茶飲料の製造方法 サッポロビール株式会社 54 緑茶飲料の製造方法並びに該方法に
より製造された緑茶飲料

三井農林株式会社

21 清澄緑茶飲料の製造方法 サッポロビール株式会社 55
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及びそ
の製造方法

三井農林株式会社

22 清澄緑茶飲料の製造方法 サッポロビール株式会社 56 茶の製造方法 株式会社　伊藤園

23 清澄緑茶飲料の製造方法 サッポロビール株式会社 57 茶風味飲料及びその製造方法 アサヒ飲料株式会社

24 茶飲料の製造方法及び茶飲料 理研ビタミン株式会社 58 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

25 品質の改良された茶の製造法 キッコーマン株式会社 59 褐変が防止された茶飲料の製造方法 三井農林株式会社

60 飲料の製造方法
静岡県経済農業協同組合
連合会

26 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 61 茶の製造方法 株式会社　伊藤園

27 茶飲料の製造方法 アサヒ飲料株式会社 62 鉄吸収促進剤 株式会社　伊藤園

28 茶類等の抽出方法及びその装置 アサヒ飲料株式会社 63 茶の苦渋味低減方法 株式会社　伊藤園

29 茶類飲料の製造方法 長谷川香料株式会社 64 緑茶飲料及びその製造法 キリンビバレッジ株式会社

30 密封容器入り食品 三菱化学フーズ株式会社 65 高タンニン含有緑茶缶飲料の製造方
法

宮崎県

31 にがそば入り茶 株式会社福寿園 66 無菌充填包装される飲食品の製造方
法

三井農林株式会社

32 茶系飲料の抽出装置およびその抽出
方法

アサヒ飲料株式会社 67 密封容器入り緑茶飲料及びその製造
方法

キリンビバレッジ株式会社

33 テアフラビンを豊富に含む茶抽出物の
製造方法

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ 68 茶類飲料の製造方法

株式会社ポッカコーポレー
ション

34 茶類飲料及びその製造方法 サッポロビール株式会社 69 緑茶飲料の製造方法 株式会社　伊藤園
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