
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)

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥２８，３５０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10314 公開特許 平.18-平.20 76点 ￥26,600

No,9938       〃 平.15-平.17 74点 ￥22,200

No,9476       〃 平.12-平.14 70点 ￥16,100

No,8828       〃 平.9-平.11 67点 ￥23,700

No,8166       〃 平.5-平.8 76点 ￥25,500

No,10733 登録・公開 平.23 67点 ￥18,000

No,10597 公開特許 平.15-平.22 69点 ￥20,000

No,10649       〃 平.13-平.22 65点 ￥16,000

No,10659       〃 平.13-平.22 66点 ￥16,000

No,10654       〃 平.13-平.22 67点 ￥16,000

No,10588       〃 平.13-平.22 100点 ￥30,000

No,10407       〃 平.9-平.20 90点 ￥27,600

No,10411       〃 平.18-平.20 89点 ￥27,000

No,9959       〃 平.14-平.17 76点 ￥21,000

No,9310       〃 平.9-平.13 73点 ￥16,800

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

No,9937       〃 平.15-平.17 73点 ￥21,900

No,9475       〃 平.12-平.14 70点 ￥16,100

*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：〒

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

所属部署名

担当者名

※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。］

お   申   込   書
会社名 ご注文内容

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

介護食の製造加工方法

災害時用非常食の製造方法

コンビニ弁当の製造方法

コンビニおにぎりの製造方法

日もち米飯の製造方法

古米の処理加工方法と製品

パック詰め米飯の製造加工方法
[公開編]平成21年～平成23年（3年間）　　67点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０７４６

焼きおにぎりの製造加工方法

即席粥・雑炊の製造加工方法

               〃

               〃

冷凍米飯の製造加工方法

               〃

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

               〃

◎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

               〃

               〃

               〃

パック詰め米飯の製造加工方法



1
容器詰め無菌穀類加工食品の製造方
法及び容器詰め無菌穀類加工食品

カゴメ株式会社 37
容器入り食品および容器入り食品の製
造方法

伊藤忠プラスチックス株式
会社

2 無菌化包装麦飯の製造方法
シージェイ  チェイルジェダ
ン  コーポレイション

38
容器入り食品および容器入り食品の製
造方法

伊藤忠プラスチックス株式
会社

3 人造米およびその製造方法 東洋水産株式会社 39 紙容器入り無菌充填包装食品 大野  悟

4 容器入り即食リゾットの製造方法 ハウス食品株式会社 40
食品包装用トレー形容器、無菌包装食
品、無菌包装食品の製造方法

テーブルマーク株式会社

5
誘導加熱調理装置およびそれを用い
た包装食品および無菌包装食品の製
造方法

ヱスビー食品株式会社 41 食品殺菌方法、及び食品殺菌装置 エムワイフーズ株式会社

6 おにぎりセット包装体 四国化工機株式会社 42 食品殺菌装置および食品殺菌方法 株式会社シンワ機械

7 加工米 花王株式会社 43 無菌包装食品の製造方法 テーブルマーク株式会社

8 電子レンジ調理用包装体 東洋製罐株式会社 44
酸素吸収性積層フィルムおよび包装容
器

大日本印刷株式会社

9
無菌化米飯製造方法及び当該方法に
基づく無菌化米飯

越後製菓株式会社 45 無菌包装米飯の製造方法 テーブルマーク株式会社

10 電子レンジ加熱用容器入り食品 キユーピー株式会社 46 無菌包装食品の製造方法 エムワイフーズ株式会社

11 米飯加工包装食品 株式会社  旬の風 47 加熱処理用トレイ 藤森工業株式会社

12
米飯用品質改良剤ならびにそれを用
いた米飯類およびその製造法

不二製油株式会社 48 加熱殺菌処理食品用酸素吸収多層体 三菱瓦斯化学株式会社

13 電子レンジ調理用包装容器 東洋製罐株式会社 49 無菌包装食品の製造方法 テーブルマーク株式会社

14 米飯改良剤 味の素株式会社 50 個食用米飯の製造方法 テーブルマーク株式会社

15
成形米飯、成形米飯の製造方法およ
び即席飯

株式会社昴水産 51
ブレンド米およびそれを用いたレトルト
食品及び無菌パック入り食品

サラヤ株式会社

16
容器入り米飯固形状食品およびその
製造方法

ハウス食品株式会社 52 米飯の保存方法 三菱瓦斯化学株式会社

17 常温保存可能包装米飯及びその容器 タマノイ酢株式会社 53 包装米飯の製法 ヱスビー食品株式会社

18 酸素吸収性積層体および包装容器 大日本印刷株式会社 54
ご飯の保存性向上に寄与する茶成分
抽出製法

岩松  学

19 酸素吸収性積層体および包装容器 大日本印刷株式会社 55
γ－アミノ酪酸富化米と富化玄米粉及
びそれらの製造方法

秋田県

20
無菌パック米飯の製造方法およびその
装置

株式会社サタケ 56 穀類加工品の製造方法 ヱスビー食品株式会社

21 加工米飯 株式会社アサノ食品 57 包装米飯の製造方法 株式会社サタケ

22 米飯を長期に美味しく保存しえる容器 東洋製罐株式会社 58 米飯食品の製造方法 味の素株式会社

23
酢酸含有飲食物及び酢酸含有飲食物
の酢酸臭低減方法

株式会社ミツカンナカノス 59
香辛料等の添加米及び香辛料等の添
加米飯並びにそれらの製造方法

株式会社バイオテックジャ
パン

24
機能性食品、それを用いたレトルト機
能性食品及び無菌パック入り機能性食
品

サラヤ株式会社 60
食品の製造方法及び食品改質用酵素
製剤

味の素株式会社

25
穀類の長期保存可能化処理方法及び
長期保存可能化処理された穀類並び
に穀類の長期保存可能化処理装置

花井  俊彦 61 生分解性多層容器 東洋製罐株式会社

26 容器入り即食リゾットの製造方法 ハウス食品株式会社 62
酢酸含有飲食物、並びに、酢酸含有
飲食物の酢酸臭低減方法

株式会社ミツカングループ
本社

27 加工米飯の製造方法 テーブルマーク株式会社 63
容器入り保存食品セットおよびその調
理方法

株式会社益正グループ

28 米飯及び米飯の製造方法
シーピー・ケルコ・ジャパン・
エーピーエス

64 容器入り米飯の製造方法 ハウス食品株式会社

29 無菌化即席包装おこげ湯の製造方法
シージェイ  チェイルジェダ
ン  コーポレーション

65
食品包装用トレー形容器及び包装食
品

テーブルマーク株式会社

30 米飯の品質改良剤及びその応用
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

66 食品殺菌方法及び食品殺菌装置 エムワイフーズ株式会社

31 電子レンジ調理用包装体 東洋製罐株式会社 67 米飯用包装容器 有限会社ドリームズファーム

32 容器入り米飯の製造方法 日本味紀行株式会社

33 密封容器詰レトルト軟飯 キユーピー株式会社

34 食品処理装置および方法 株式会社シンワ機械

35
米飯用品質保持剤およびこれを用い
た米飯の製造方法

株式会社片山化学工業研
究所

36 おこわの製造方法 株式会社アサノ食品 以上67点収録

パック詰め米飯の製造加工方法　　　No.10746

[公開編]　　平成21年～平成23年（3年間）　　　　67点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥18,900    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,900　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,350　）


