
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

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

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥２５，８３０－ ￥２４，６００－

￥２５，８３０－ ￥２４，６００－

￥３７，８００－ ￥３６，０００－

(本体価格)

No,9969 公開特許 平.14-17 86点 ￥26,100

No,9359       〃 平.5-13 77点  ￥17,700

No,9971       〃 生鮮野菜の殺菌・鮮度保持方法 平.14-平.17 89点 ￥27,000
No,9302       〃 平.5-13 76点  ￥19,000

No,9542       〃 平.5-14 99点  ￥23,700

No,10243       〃 タマネギの処理加工方法と製品 平.14-平.19 80点 ￥24,000
No,9390       〃 平.2-13 73点  ￥18,700

No,6876       〃 昭.55-平.1 80点  ￥25,700

No,10330       〃 パセリ・セロリの処理加工方法 平.11-平.20 83点 ￥25,500

No,10329       〃 長ネギの処理加工方法と製品 平.11-平.20 85点 ￥25,500

No,10328       〃 ピーマンの処理加工方法と製品 平.11-平.20 86点 ￥25,800
No,9391       〃 平.2-13 73点  ￥18,700

No,9543(A)       〃 平.5-14 70点  ￥16,100

No, 〃  (B)       〃 平.5-15 51点  ￥11,700

No,9479       〃 昭.63-平.14 77点  ￥17,700

No,10277(B)       〃 農作物洗浄装置の構造 平.15-平.19 92点 ￥30,000
No,  〃   (A)       〃 平.10-平.14 92点 ￥30,000

No,10245       〃 山菜の加工方法と製品 昭.5-平.19 79点 ￥23,700

No,10276       〃 残留農薬測定法と装置 平.14-平.19 73点 ￥30,000

No,10275       〃 無農薬・有機栽培法と資材 平.14-平.19 79点 ￥27,700
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。

（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

               〃

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３９０

お   申   込   書

               〃

ほうれん草の処理加工方法と製品

ゴボウの処理加工方法と製品

レンコンの処理加工方法と製品

タケノコの処理加工方法と製品

カット野菜の保存処理方法

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

               〃

生鮮野菜の殺菌・鮮度保持包装方法

キャベツの処理加工方法と製品

               〃

カット野菜製造装置の構造
[公開編]平成16年～平成20年（5年間）　　82点

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

http://www.itdc-patent.com/


1
高濃度炭酸水による洗浄方法及び洗
浄装置

岡崎　龍夫 40 ろ過装置 小嶺機械株式会社

2
塊状野菜の切断器およびその切断方
法

株式会社平野製作所 41 農作物の殺菌方法及び殺菌装置 三菱重工業株式会社

3
過熱水蒸気による生鮮野菜殺菌方法
及びその装置

パーキテック株式会社 42 調理用遠心脱水機 小野食品興業株式会社

4 野菜加工方法 ビジネスプラン株式会社 43 キャベツの千切り方法 中村　三千穂

5 異物の除去装置 有限会社宝友食機 44
食品洗浄殺菌装置および食品の洗浄
殺菌方法

倉敷紡績株式会社

6 野菜カッティング装置 松本　英司 45 洗浄装置 株式会社群商

7 塊状野菜のスライス装置 オカダテクノ有限会社 46 キャベツ等の細断装置 ハッピー工業株式会社

8 野菜等の洗浄装置 高橋　延幸 47 異物除去装置 株式会社アルス

9
野菜千切り機の拍子木切り及び千切り
用送りロール

株式会社榎村鉄工所 48 食材洗浄装置 株式会社神戸製鋼所

10 野菜切截機の丸刃体及びその丸刃 株式会社榎村鉄工所 49 物品処理機 株式会社アルス

11 野菜洗浄方法及び装置 日立プラント建設株式会社 50
液槽中の浮遊物の移動制御装置およ
びカット野菜の殺菌装置

株式会社群商

12 食品冷却装置
松下環境空調エンジニアリ
ング株式会社

51
加熱処理食品製造装置およびそれを
用いた加熱処理食品製造方法

株式会社ヒガシヤデリカ

13 物品処理装置および物品処理方法 細田工業株式会社 52 洗浄殺菌装置および洗浄殺菌方法 四国電力株式会社

14 洗浄用水の製造機構 株式会社オメガ 53 食材洗浄装置
キリンエンジニアリング株式
会社

15
オニオンフラワー用カット玉ねぎの製造
装置及び方法

土居　章次郎 54
野菜及び／又は果物を含む植物の洗
浄排水の濾過処理方法

ダイセン・メンブレン・システ
ムズ株式会社

16 野菜切截機 株式会社榎村鉄工所 55 濾過膜の性能回復方法
ダイセン・メンブレン・システ
ムズ株式会社

17 有機野菜の処理方法及びその装置 株式会社前川製作所 56 食品洗浄装置 吉泉産業株式会社

18 食材洗浄装置 細田工業株式会社 57 野菜洗い機及び野菜洗浄システム 小野食品興業株式会社

19 野菜保存用照射装置 株式会社エムビーアール 58
加工水、加工水製造装置、加工漬け
方法

株式会社昭和冷凍プラント

20 野菜切截機 株式会社榎村鉄工所 59 生鮮食品素材の鮮度保持処理方法 ホシザキ電機株式会社

21 減圧遠心脱水機における回転装置 小野食品興業株式会社 60 食品搬送装置 小嶺機械株式会社

22 サイの目切機 株式会社アイホー 61 気体混入水生成装置及び加湿装置 株式会社ヤマザキ

23 野菜の洗浄殺菌方法及び装置 塚原　久光 62 野菜切截機の平切り厚さ調節装置 株式会社榎村鉄工所

24 包装体用液体除去装置 佐藤　厚 63 脱水機 株式会社アルス

25 食品洗浄装置 小嶺機械株式会社 64 脱水機 株式会社アルス

26 食品処理装置 小嶺機械株式会社 65 洗浄装置および洗浄方法 倉敷紡績株式会社

27 野菜加工装置 株式会社山手農産 66
除菌または除粒子による洗浄方法、お
よびそれに用いる装置

倉敷紡績株式会社

28 食材洗浄貯蔵装置および方法
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

67 濾過運転方法
ダイセン・メンブレン・システ
ムズ株式会社

29 根菜類洗浄方法及び該装置 株式会社前川製作所 68 濾過運転方法
ダイセン・メンブレン・システ
ムズ株式会社

30 食品洗浄装置 小嶺機械株式会社 69 食品処理装置 エスアイ精工株式会社

31 食品洗浄装置 小嶺機械株式会社 70 果菜カッティング装置 松本　英司

32
炭酸ガス充填タンクによる高濃度殺菌
水生成方法及び装置

岡崎　龍夫 71 食材等の材料自動計量装置 不二精機株式会社

33 液体希釈混合装置
株式会社日本食品エコロ
ジー研究所

72 食品処理装置 株式会社アルス

34 回転刃装置 株式会社アイホー 73 食品処理装置 株式会社アルス

35 食品洗浄装置 吉泉産業株式会社 74
生鮮品の機能保存装置および機能保
存方法、並びに生鮮品

小糸工業株式会社

36
野菜、皿等の食材食器洗浄、殺菌、脱
臭方法及び洗浄、殺菌、脱臭装置

岡崎　龍夫 75
電解水供給装置および電解水供給シ
ステム

三洋電機株式会社

37 調理用水切り装置 株式会社ハヤブサ技研 76
野菜洗浄装置及び野菜の洗浄、脱水
方法

吉泉産業株式会社

38 気流乾燥装置 相浦　正文 77
食品又は化学品の粉粒体、惣菜等の
量目調整方法及び、充填機、定量分
割機又は形成機。

岸本　康邦

39 野菜等の洗浄装置及び洗浄方法 有限会社宝友食機 以下5点省略

カット野菜製造装置の構造　　　No.10390

[公開編]　　平成16年～平成20年（5年間）　　　　82点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,830    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,830　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）
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