
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,10176 公開特許 平.17-平.19 77点 ￥25,700

No,9821       〃 平.14-平.16 73点  ￥23,700

No,9291       〃 平.11-平.13 58点  ￥13,600

No,8584       〃 平.8-平.10 57点  ￥20,500

No,7979       〃 平.4-平.7 55点  ￥19,700

No,7422       〃 昭.63-平.3 59点  ￥20,000

No,10673       〃 平.13-平.22 67点 ￥16,000

No,9580       〃 昭.59-平.14 70点 ￥19,700

No,10018       〃 平.13-平.17 71点 ￥23,400

No,9103       〃 平.3-平.12 60点 ￥19,700

No,10534       〃 平.18-平.21 67点 ￥20,000

No,10662       〃 平.13-平.22 67点 ￥16,000

No,10644       〃 平.13-平.22 70点 ￥18,000

No,10619       〃 平.20-平.23 69点 ￥24,000

No,10177       〃 平.17-平.19 88点 ￥35,600

No,9842       〃 平.14-平.16 67点 ￥26,900

No,9289       〃 平.11-平.13 79点 ￥19,700

No,8582       〃 平.8-平.10 66点 ￥26,700

No,10712 登録・公開 平.23 67点 ￥16,000

*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：〒

               〃

スナック菓子の製造加工方法

イモ菓子の製造加工方法

               〃

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

※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      

栗の処理加工方法と製品

               〃

               〃

サツマイモの処理方法と製品

焼芋の製造加工方法

担当者名

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０７４７

お   申   込   書

豆菓子の製造方法と製品

和菓子の製造方法

ポテトの加工方法と製品

               〃

               〃

               〃

[公開編]平成20年～平成23年（4年間）　　57点

               〃

               〃

◎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

               〃

               〃

サツマイモの処理方法と製品



1 新規糖化物、およびその製造方法 群栄化学工業株式会社 35
介護食調理用補助剤、これを用いた介
護食、及び介護食調理用器具

有限会社クリスターコーポ
レーション

2 全穀粒含有複合体食品の製造
クラフト・フーヅ・ホールディ
ングス・インコーポレイテッド

36
さつま芋加工食品および該加工食品
の製造方法

田主  弘已

3 小麦粉生地改良剤 熊本製粉株式会社 37
食用炭化物およびその製造方法、並
びに、該食用炭化物またはその抽出
物を含む食品組成物および・・・

豊和直  株式会社

4
野菜を発酵させた新規食品用素材、そ
の製造方法及び前記食品用素材を含
有する食品

ユーハ味覚糖株式会社 38
シート状の果物スナック及び野菜ス
ナックの製造

フリト－レイ  ノース  アメリカ
インコーポレイテッド

5
野菜含有スナック食品及びその製造方
法

ハウス食品株式会社 39
シート状の果物スナック及び野菜ス
ナックの製造

フリト－レイ  ノース  アメリカ
インコーポレイテッド

6 スイートポテト様食品 不二製油株式会社 40 全てイモの春雨の製造方法 ゾウ  ガンユー

7
紅芋酢の製造方法及びその紅芋酢飲
料

新里  忠一 41
素材片凍結方法、素材片輸送又は保
管方法、素材片加工方法、及び素材
片凍結物

カルビー株式会社

8
焼き菓子生地用成形剤、それを用いた
焼き菓子、焼き菓子の製造方法及び
焼き菓子生地の成形改善方法。

クラシエフーズ株式会社 42 サツマイモスナックの製造方法 ユーハ味覚糖株式会社

9
密封容器入り中間水分食品の水分調
整方法

クラシエフーズ株式会社 43 加工食品 キユーピー株式会社

10
紫芋由来のアンチエイジング用機能性
食品

トーシン株式会社 44
さつまいもの表面処理方法及びこれを
利用して製造された表面処理済みのさ
つまいも

農業協同組合中央会

11 咀嚼困難者用の冷凍成型惣菜 日本水産株式会社 45 脂質代謝改善剤
独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構

12 生芋の長期保存方法
三菱電機ビルテクノサービ
ス株式会社

46 サツマイモスナックの製造方法 ユーハ味覚糖株式会社

13 食用ストロー及びその製造方法 長田  厚 47 サツマイモ組成物
ザ  プロクター  アンド  ギャ
ンブル  カンパニー

14 さつま芋プレフライ冷凍食品 理研農産化工株式会社 48 スナック菓子の製造方法 ユーハ味覚糖株式会社

15 サツマイモ組成物
ザ  プロクター  アンド  ギャ
ンブル  カンパニー

49 保存性に優れた食品 阪本薬品工業株式会社

16
澱粉含有食品の物性改良方法及び物
性改良剤

味の素株式会社 50
電子レンジ加熱に適した凍結野菜およ
び加工食品

ハウス食品株式会社

17 サツマイモ茎葉抽出物およびその用途 持田製薬株式会社 51 サツマイモの蒸し菓子 北九食品加工有限会社

18 イモ類の前処理方法 佐藤  直子 52
野菜又は果物の糖化方法及び糖化装
置

株式会社大一テクノ

19 焼き餡菓子 株式会社ハタダ 53 冷菓の製造方法 有限会社  高知アイス

20 植物を原料とする粉末飲料 サンスター株式会社 54 磨り潰し可能なポテトの製造方法
エイチ．ジェイ．ハインツ  カ
ンパニー

21 デンプン質食品の製造
ノボザイムス  アクティーゼ
ルスカブ

55
焼きスナックベース製品の製造方法お
よびこの方法により製造された焼きス
ナックベース製品

ポテト  マジック  オーストラ
リア  ピーティーワイ  リミ
テッド

22 膨化乾燥野菜の製造方法 ハウス食品株式会社 56 加工食品及びその製造方法 味の素株式会社

23 フライ乾燥処理食品 植田製油株式会社 57 小型皮付き蒸し薩摩芋の加工食品 有限会社但馬

24
芋入りおからの製造方法および芋入り
おから食品

株式会社荒井鉄工所

25 錠剤およびその製造方法 沖縄県

26 スナック菓子 松谷化学工業株式会社

27 膨化スナック菓子 明治製菓株式会社

28 野菜ペーストの製造方法
株式会社グリーンパート
ナー

29 低脂肪スナック組成物
ザ  プロクター  アンド  ギャ
ンブル  カンパニー

30 サツマイモ菓子 中島  築

31 澱粉貯蔵植物粉末の製造方法 佐藤食品工業株式会社

32 餅食品 シダックス株式会社

33
冷凍薩摩芋加工食品の製造方法およ
び該方法によって加工された冷凍薩摩
芋加工食品

株式会社勝美ジャパン

34 サツマイモ純麺の製造方法 株式会社ジーピーフーズ 以上57点収録

サツマイモの処理方法と製品　　　No.10747

[公開編]　　平成20年～平成23年（4年間）　　　　57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　）


