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［公開編］平成１６年～平成１７年（２年間） ９４点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２９，９２５－ ￥２８，５００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２９，９２５－ ￥２８，５００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４４，１００－ ￥４２，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9703 公開特許 コーヒーパックとドリッパー 平.13-15 100点 ￥23,000
No,9162(B) 〃 〃 平.9-12 90点 ￥32,000
No,〃 (A) 〃 〃 平.6-8 80点 ￥24,000
No,7648 〃 〃 平.4-5 153点 ￥36,600
No,7722(C) 公告特許 〃 平.1-5 97点 ￥29,700
No,9303 公開特許 コーヒー豆の焙煎方法と装置 平.10-13 62点 ￥14,500
No,8444 〃 〃 平.6-9 54点 ￥21,600
No,7724 〃 〃 平.4-5 74点 ￥21,400
No,7323 〃 〃 平.2-3 71点 ￥23,700
No,6744 〃 〃 昭和.63-平.1 53点 ￥23,400
No,9304(B) 〃 コーヒー抽出液の利用方法 平.10-13 96点 ￥22,400
No,〃 (A) 〃 〃 平.5-9 81点 ￥18,600
No,9665 〃 コーヒー飲料の製造加工方法 平.14-15 98点 ￥23,000
No,9277 〃 〃 平.12-13 63点 ￥14,500
No,8815 〃 〃 平.10-11 59点 ￥25,500
No,7973 〃 〃 平.6-7 68点 ￥24,500
No,7621 〃 〃 平.4-5 69点 ￥24,700
No,7320 〃 〃 平.2-3 67点 ￥23,700
No,7375(A) 〃 コーヒー豆の脱カフェイン方法と製品 昭和.53-平.3 53点 ￥23,300
No,〃 (B) 〃 コーヒー豆の加工方法と装置 〃 60点 ￥23,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（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。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］
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CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 ドリッパー 大日本印刷株式会社 32 飲料抽出バッグ
東京アライドコーヒーロース
ターズ株式会社

2
支持具付抽出バッグ及びその製造用
シート複合体

坂本　美智子 33 コーヒー用フィルターとその製造方法
ユーシーシー上島珈琲株
式会社

3
コーヒー等を内蔵するディスク型フィル
ター

秋山　聖三 34 ドリップバッグ 不双産業株式会社

4 抽出フィルター内蔵紙コップ蓋 秋山　聖三 35 ドリップバッグ 下野　智靖

5
コーヒー等を収容できるペットボトル用
フィルター

秋山　聖三 36
マイクロ波利用飲料調製方法及び装
置並びにその関連技術

株式会社関西メデイカル．
サービス

6 ドリッパーの製造方法 大日本印刷株式会社 37
飲料パック位置保持装置、これを備え
た飲料パック及び飲料容器用キャッ
プ、並びに飲料容器用簡易ドリップ・・・

澤口　高司

7 ドリップバッグ
株式会社ブルックスホール
ディングス

38 液体流出具 鎌田　裕当

8
ドリップバッグと、ドリップバッグの製造
方法

不双産業株式会社 39
飲料用被抽出材料の抽出バッグへの
包装方法

ゼネラルパッカー株式会社

9 濾過具
味の素ゼネラルフーヅ株式
会社

40 多人数用支持具付コーヒーバッグ キーコーヒー株式会社

10 コーヒーフィルター収納容器 伊藤　有 41 ドリップバッグ 大紀商事株式会社

11
飲料用被抽出材料の抽出バッグへの
包装方法

ゼネラルパッカー株式会社 42 ドリップバッグ 大紀商事株式会社

12
袋体および該袋体への内容物の充填
装置

トーシン産業株式会社 43
シート状活性炭フィルター及びそれを
用いる抽出カップ

合資会社　游乃工房

13 ドリップバッグ 不双産業株式会社 44
加圧して抽出する飲料を調製する閉鎖
カートリッジ

ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

14 ドリッパー 大日本印刷株式会社 45 可撓性密封カートリッジ
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

15 コーヒー又は紅茶用ドリッパー 行重　実 46 ドリップバッグ 大紀商事株式会社

16 フィルター用の袋 株式会社トキワ工業 47 飲料抽出用フィルター連結ロール
株式会社キッズ・インタープ
ランニング

17 包装ケース 株式会社トキワ工業 48 飲料抽出バッグ
東京アライドコーヒーロース
ターズ株式会社

18
インクと飲料抽出用フィルターの記載
方法と飲料抽出用フィルター

ユーシーシー上島珈琲株
式会社

49 飲料抽出用濾し器
東京アライドコーヒーロース
ターズ株式会社

19 フイルター用不織布および抽出パック 旭化成せんい株式会社 50 飲料用抽出バッグ 株式会社ドゥーサンタン

20 ヒートシール可能なフィルター材料
パピエルファブリク　シェー
ラー　アンド　ホエッシェ
ゲーエムベーハー・・・

51 飲用具
アペティトレーディング株式
会社

21 スタンドドリップバッグ 斎藤　勉 52 抽出フィルター内蔵中蓋 秋山　聖三

22 ドリッパー 大日本印刷株式会社 53
係合用空隙部を有する物品支持体、
前記支持体付抽出バッグ及び前記抽
出バッグ製造用シート複合体

山中産業株式会社

23 ドリッパー 大日本印刷株式会社 54
引出係合片を有する物品支持体、前
記支持体付抽出バッグ及び前記抽出
バッグ製造用シート複合体

山中産業株式会社

24
アロマドリンクを製造するためのポー
ションパッケージ及び装置

メリタ　ハウスハルツプロドウ
クテ　ゲゼルシヤフト　ミツト
ベシユレンクテル・・・

55
二重ねじ込み式ドリップ兼ドリンク用
コップ

前田　重賢

25 ドリッパー 大日本印刷株式会社 56 食品濾過用布帛 東レ株式会社

26 ドリッパー 大日本印刷株式会社 57 フィルター素材
アウトラスト　テクノロジー
ズ，インコーポレイティド

27 ドリッパー 大日本印刷株式会社 58 ドリップバッグ 大紀商事株式会社

28 飲料抽出具 鎌田　裕当 59 コーヒーフィルタ 佐藤　正人

29 ドリップバッグ
株式会社ブルックスホール
ディングス

60 コーヒー／ティーバッグ抽出具 畠山　直隆

30 ドリップバッグ
株式会社ブルックスホール
ディングス

61
四面体状容器形成用袋状体及びその
製造方法

山中産業株式会社

31 ドリップバッグ 大紀商事株式会社 62
生分解性樹脂組成物およびその成形
品

大紀商事株式会社

以下６点省略
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[公開編]　　平成16年～平成17年（2年間）　　　94点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥29,925    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥29,925　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥44,100　）


