
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)

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,10649 公開特許 平.13-平.22 65点 ￥16,000

No,10597       〃 平.15-平.22 69点 ￥20,000

No,10412       〃 平.11-平.20 100点 ￥30,000

No,10175       〃 平.14-平.19 79点 ￥24,700

No,9335       〃 平.5-平.13 87点 ￥20,400

No,10179       〃 平.17-平.19 93点 ￥27,900

No,9894A       〃 平.11-平.16 99点 ￥27,700

No,10003       〃 平.10-平.17 100点 ￥30,000

No,10313       〃 平.18-平.20 73点 ￥25,600

No,9937       〃 平.15-平.17 73点 ￥21,900

No,9475       〃 平.12 70点 ￥16,100

No,10449 登録・公開 平.20-平.21 65点 ￥18,200

No,10166       〃 平.18-平.19 70点 ￥21,600

No,9922       〃 平.16-平.17 70点 ￥19,600

No,9662       〃 平.14-平.15 70点 ￥16,100

No,9706 公開特許 平.6-平.15 100点 ￥23,000
No,10012       〃 平.15-平.17 78点 ￥23,400
No,10161       〃 平.18-平.19 70点 ￥24,500
No,9932       〃 平.16-平.17 73点 ￥20,700

*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：〒

               〃

ハンバーグの製造加工方法
フライ済み冷凍食品の製造方法

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

春巻の製造方法

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

レトルト臭防止方法と製品

災害時用非常食の製造方法

コンビニ弁当の製造方法

               〃

冷凍パスタの製造加工方法

冷凍麺の製造方法と製品

               〃

               〃

調理済み冷凍食品の製造方法
[公開編]平成13年～平成22年（10年間）　　67点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６５６

お   申   込   書

冷凍米飯の製造加工方法

               〃

               〃

※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      

               〃

ぎょうざの製造方法

               〃

グラタン類の製造加工方法

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



1 調理冷凍食品及びその製造方法 株式会社富士食品 32
電子レンジ加熱調理用包装冷凍食品
及びその調理方法

株式会社ニチレイフーズ

2
電子レンジで均一加熱が可能な冷凍
食品用容器及び冷凍調理食品

味の素株式会社 33 包装食品と食品の包装調理方法 赤松化成工業株式会社

3 冷凍食品及び冷凍加工調理食品 雪印乳業株式会社 34
深温凍結した電子レンジ用冷凍食品と
その調理方法

井筒  忠雄

4
調理済み冷凍食品包装体及び調理済
み冷凍食品の加熱方法

株式会社サンゼン工業 35 油脂含有保存食品の製造方法 小野食品興業株式会社

5
冷凍食材セットの製造方法、冷凍食材
セットの解凍方法及び冷凍食材セット

山本信人 36 包装食品と食品の包装調理方法 赤松化成工業株式会社

6
冷凍食品又はその包材の破壊防止方
法

味の素株式会社 37
冷凍食品用凍結塊、冷凍食品、および
冷凍食品の製造方法

ヤヨイ食品株式会社

7
電子レンジ加熱調理用包装体と電子
レンジ加熱調理用食品、及び電子レン
ジ加熱調理用食品の包装方法

有限会社皆川商店 38 成型容器入り冷凍流動状食品 日清フーズ株式会社

8
ごはんを主材料とした揚げ物及びその
冷凍食品

エス・ピー・アイ・イグティブ
社株式会社

39 加工食品用調味料 日本たばこ産業株式会社

9 冷凍食品用易開封性密封容器 味の素株式会社 40 調味液付き冷凍食品 味の素株式会社

10
蒸気発生体及びそれを使用した食品
用包装体

株式会社サンゼン工業 41
可食性容器及びそれを用いた冷凍食
品

株式会社サンデリカ

11 冷凍食品及びその製造方法
宝ホールディングス株式会
社

42 冷凍食品とその製造法 白石  眞人

12
冷凍加工食品並びに冷凍加工食品の
包装方法

株式会社三和水産 43 レンジ加熱用容器入り食品及び容器 ハウス食品株式会社

13 冷凍／冷蔵食品およびその製造方法 大阪瓦斯株式会社 44
プレート状の冷凍食品およびその調理
方法

日清食品株式会社

14 冷凍／冷蔵食品 株式会社キンレイ 45 冷凍食品の製造法 味の素株式会社

15 冷凍炒め飯の製造法 株式会社ニチレイ 46
電子レンジ調理用有頭殻付海老と、そ
の製造方法

有限会社皆川商店

16 冷凍食品及びその製造方法 有限会社モリタフードテクノ 47 ゼリー状卵調理冷凍食品の製造方法 キユーピー株式会社

17 イカ調理食品とその製造方法 有限会社丸昌 48
加圧調理パック、それを用いた調理方
法および調理済食材の提供方法、並
びに加圧調理パック入り食材およ・・・

株式会社ローソン

18
冷凍食品の調理方法及び冷凍食品用
解凍機

株式会社キンレイ 49
調理済み冷凍食品およびその製造方
法

福井  勇吉

19 冷凍／冷蔵食品 大阪瓦斯株式会社 50
調理済み冷凍食品の製造方法および
調理済み冷凍食品

福井  勇吉

20 電子レンジ調理用冷凍食品 日本水産株式会社 51 冷凍惣菜 森田  日出男

21
調味液付き冷凍食品およびその製造
方法

日清食品株式会社 52
電子レンジ用蒸し機能付き食品包装
袋体と当該食品包装袋体入り冷凍食
品。

株式会社ニチロ

22 個食トレー入り食品及びその製造方法 株式会社加ト吉 53 冷凍食品及びその製造方法 河原  丘

23 棒状の調理食品 林兼産業株式会社 54
果菜類の色調、栄養成分を損なわず、
なおかつ好ましい風味を有する調理済
み冷凍食品およびその製造方法

江崎グリコ株式会社

24
二枚貝の冷凍食品およびその製造方
法

日本鮮食株式会社 55 加熱調理用食品及びその製造方法 株式会社実能利産業

25 容器付調理済み食品の生産システム 株式会社前川製作所 56
調理済み冷凍食品の製造方法および
調理済み冷凍食品

福井  由香

26
電子レンジ加熱用トレイ入り冷凍食品
とその製造方法

味の素株式会社 57
調理済み冷凍食品の製造方法および
調理済み冷凍食品

福井  由香

27
冷凍食品包装用トレー及び冷凍食品
包装体

日本たばこ産業株式会社 58 半調理食品及びその製造法 株式会社綜食

28 グラタン類及びその製造方法 ヤヨイ食品株式会社 59
電子レンジ加熱用の卵の皮膜で包ま
れた食品の冷凍品

日本水産株式会社

29
焼目付き調理済み若しくは焼目付き調
理用半調理済み冷凍加工穀類及びそ
の製造方法

株式会社富士食品 60
冷凍食品の調理方法及びその方法に
より調理される冷凍食品

株式会社実能利産業

30
あさり炊き込みコロッケ及びその製造
方法

森田  房江 61
容器入り冷凍食品、容器入り冷凍食品
の調理方法及び冷凍食品用の容器

ヤヨイ食品株式会社

31
未焼成冷凍食品の解凍、加熱調理方
法及び装置

株式会社シー・エス・テック 以下6点省略

調理済み冷凍食品の製造方法　　　No.10656

[公開編]　　平成13年～平成22年（10年間）　　　　67点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥16,800    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥16,800　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥25,200　）


