
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,10404 公開特許 平.15-平.20 93点 ￥23,500

No,9589       〃 昭.63-平.14 84点 ￥19,200

No,10406       〃 平.14-平.20 86点 ￥25,800

No,9333       〃 平.5-平.13 76点 ￥19,000

No,10405       〃 平.14-平.20 90点 ￥23,400

No,9334       〃 平.5-平.13 82点 ￥19,700

No,9588       〃 昭.63-平.14 82点 ￥18,600

No,9590       〃 昭.63-平.14 80点 ￥18,800

No,10652       〃 平.5-平.22 60点 ￥16,000

No,10742       〃 平.15-平.23 67点 ￥16,000

No,9581       〃 昭.63-平.14 72点 ￥18,600

No,10656       〃 平.13-平.22 67点 ￥16,000

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

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

No,10667       〃 平.13-平.22 68点 ￥16,000

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

No,10654       〃 平.13-平.22 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：〒

               〃

伊達巻の製造方法

災害時用非常食の製造方法

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

お   申   込   書

コンビニ弁当の製造方法

即席乾燥卵の製造加工方法

※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      

ポテト・サラダの製造加工方法

調理済み冷凍食品の製造方法

コンビニ用調理麺の製造方法

コンビニおにぎりの製造方法

日もち米飯の製造方法

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０７７９

               〃

◎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

               〃

ゆで卵の製造加工方法

スクランブルエッグの製造加工方法

オムレツの製造加工方法

卵加工食品の製造方法
[登録・公開編]平成23年（1年間）　　60点

茶碗蒸しの製造加工方法



1
乳酸発酵卵白の製造方法及びそれを
含有する食品組成物

キユーピー株式会社 38 卵白凝固物 キユーピー株式会社

2
殺菌液全卵の製造方法及び液全卵使
用食品

イセデリカ株式会社 39 卵黄酵素処理物からなる乳化剤 株式会社ＡＤＥＫＡ

3 タマゴサラダの製造方法 キユーピー株式会社 40 卵焼き 株式会社カネカ

4 耐熱性卵白 キユーピー株式会社 41 卵加工品の製造方法 キユーピー株式会社

5
気泡入り加工液卵白及びこれを用いた
食品

キユーピー株式会社 42 卵加工品の製造方法 キユーピー株式会社

6 タマゴサラダの製造方法 キユーピー株式会社 43 卵加工品及びその製造方法 キユーピー株式会社

7
硫化水素臭を低減した卵加熱加工食
品の製造方法

昭和産業株式会社 44 焼き卵の製造方法 味の素株式会社

8 卵加工食品 キユーピー株式会社 45
目玉焼き様卵加工食品の製造方法お
よび目玉焼き様卵加工食品

株式会社カナエフーズ

9 卵白起泡安定化剤 太陽化学株式会社 46 スクランブルエッグの製造方法 キユーピー株式会社

10
加工液卵白からなるメレンゲを用いた
食品

キユーピー株式会社 47
半割り茹卵様卵加工品及びその製造
方法

キユーピー株式会社

11 タマゴサラダの製造方法 キユーピー株式会社 48 フィキシング キユーピー株式会社

12 フィキシング及びその製造方法 キユーピー株式会社 49 卵加工食品 株式会社カネカ

13
卵黄含有食品用原料及びその製造方
法

花王株式会社 50 卵スプレッド キユーピー株式会社

14
卵アレルギー体質改善材または卵アレ
ルギー予防材、およびこれらを用いた
卵アレルギー体質改善用または・・・

キユーピー株式会社 51 レトルト加工食品 キユーピー株式会社

15 鶏卵粉末 太陽化学株式会社 52 殺菌液全卵の製造方法 アイン食品  株式会社

16
卵加工食品及び卵加工食品用の品質
保持材

キユーピー株式会社 53 殺菌液全卵の製造装置 アイン食品  株式会社

17 蛋白調整卵焼き キユーピー株式会社 54 気泡入り加工卵白 キユーピー株式会社

18 卵加工食品およびその製造方法 日本たばこ産業株式会社 55 冷凍食品及びその製法 ハインツ日本株式会社

19 メレンゲおよびそれを含有する食品 旭化成ケミカルズ株式会社 56 味付き固形食品の製造方法 キユーピー株式会社

20 卵加工食品 株式会社カナエフーズ 57
ミネラルの豊富なゆで卵の製造方法及
びゆで卵

島  寛治

21 加工乾燥卵黄およびその製造方法 キユーピー株式会社 58 卵加工食品の製造方法 キユーピー株式会社

22
半割り茹卵様卵加工品及びその製造
方法

キユーピー株式会社 59 玉子焼の製造方法および玉子焼 株式会社あじかん

23
加熱凝固卵加工食品及び硫化黒変抑
制材

キユーピー株式会社 60
ヒトにおいてコレステロールのレベルを
低下する及び／又は健康を改善する
ことが確認された成分を有する・・・

ラドロ  フーズ  リミテッド  ラ
イアビリティ  カンパニー

24
粉末卵及びこれを含有した保形性向
上材、並びに各種加工食品

キユーピー株式会社

25
卵風味増強材及びこれを用いた加工
食品

キユーピー株式会社

26 乾燥卵白加工品の製造方法 理研ビタミン株式会社

27 ゆで卵の製造方法 キユーピー株式会社

28 炒り卵スナック食物
バーンブレイ  ファームズ
リミテッド

29
生卵黄様加工食品及びその製造方
法、並びに生卵黄様加工食品を用い
た食品

キユーピー株式会社

30
加工液卵白およびその製造方法、これ
を配合した加工食品、並びに油脂保
持材

キユーピー株式会社

31 スクランブルエッグのスナックフード
バーンブレイ  ファームズ
リミテッド

32 扁平目玉焼 キユーピー株式会社

33 リゾ化卵黄及びこれを用いた食品 キユーピー株式会社

34 起泡材、起泡物及びこれを用いた食品 キユーピー株式会社

35
改質乾燥卵白及びその製造方法、並
びに改質乾燥卵白を含有する食品

キユーピー株式会社

36 ゲル状レトルト食品 キユーピー株式会社

37
タマゴサラダ及びタマゴサラダ用保形
性低下防止剤

キユーピー株式会社 以上60点収録

卵加工食品の製造方法　　　No.10779

[登録・公開編]　　平成23年（1年間）　　　　60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　）


