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(税込価格) (本体価格)

￥１８，３６０－ ￥１７，０００－

￥１８，３６０－ ￥１７，０００－

￥２７，５４０－ ￥２５，５００－

(本体価格)

No,10964 登録・公開 平.26 64点 ￥16,000

No,10890       〃 平.25 65点 ￥16,000

No,10794       〃 平.24 62点 ￥16,000

No,10684       〃 平.23 60点 ￥15,000

No,10552       〃 平.22 58点 ￥18,000

No,10417       〃 平.21 70点 ￥21,600

No,10287       〃 平.20 73点 ￥23,600

No,10142       〃 平.19 73点  ￥23,600

No,10034       〃 平.18 75点  ￥23,700

No,9907       〃 平.17 63点  ￥18,900

No,9786       〃 平.16 70点  ￥17,500

No,9638       〃 平.15 67点  ￥15,400

No,9439       〃 平.14 67点  ￥15,400

No,9251       〃 平.13 64点  ￥16,000

No,9025       〃 平.12 63点  ￥21,300

No,10659 公開 平.13-平.22 66点 ￥16,000

No,10649 公開 平.13-平.22 65点 ￥16,000

No,10597 公開 平.15-平.22 69点 ￥20,000

No,10588 公開 平.13-平.22 100点 ￥30,000

*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。
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◎全文紙収録　　Ｂ５製本版
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餅の製造加工方法と工程

餅の製造加工方法と工程
[登録・公開編]平成27年（1年間）　　69点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１０２９

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

お   申   込   書
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               〃

古米の処理加工方法と製品

コンビニ弁当の製造方法

災害時用非常食の製造方法

コンビニおにぎりの製造方法

※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。］
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CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1 鏡餅セットおよび鏡餅用台 大日本印刷株式会社 42 ポリアミド積層体 ユニチカ株式会社

2 切り餅 出口　昇 43 ポリエステル積層体 ユニチカ株式会社

3 餅状食品用ミックス粉 長岡香料株式会社 44
帯電防止性を有するガスバリア性積層
体

ユニチカ株式会社

4 容器取り出し用シート 新生紙業有限会社 45
鏡餅飾り，その型紙および鏡餅飾りを
含む鏡餅セット

大日本印刷株式会社

5
β－アミラーゼを利用した食品の改質
方法

天野エンザイム株式会社 46 ガスバリア性マットフィルム ユニチカ株式会社

6 ガスバリア性積層体 ユニチカ株式会社 47 遮光性とガスバリア性に優れた積層体 ユニチカ株式会社

7 米様食品及びその製造方法 伊那食品工業株式会社 48 積層体 ユニチカ株式会社

8 包装容器
ダイセルパックシステムズ株
式会社

49 紫外線吸収フィルム ユニチカ株式会社

9 食品用品質改良剤および食品 三菱化学株式会社 50 積層体 ユニチカ株式会社

10
刻み葉わさび漬入り生菓子およびその
製造方法

有限会社ほうえい堂 51 ガスバリア性積層体 ユニチカ株式会社

11 ポリアミド系フィルム 宇部興産株式会社 52 ガスバリア性積層体 ユニチカ株式会社

12
餅様または団子様の具材を含有するレ
トルト食品の製造方法

日清製粉株式会社 53 積層体 ユニチカ株式会社

13 鏡餅用包装箱およびその型紙 大日本印刷株式会社 54 積層体 ユニチカ株式会社

14 樹脂組成物 日本ゼオン株式会社 55
内容物収容部および気体充填部を備
えた袋

大日本印刷株式会社

15 非加熱加水成形用粉末 クラシエフーズ株式会社 56 五平餅冷凍品の製造方法 ミシマデリカ　株式会社

16 非加熱加水クリーム状食品用粉末 クラシエフーズ株式会社 57 切り餅 出口　昇

17
固くならない餅の製造方法及び該方法
で製造された餅

大韓民国農村振興庁 58 深絞り包装容器及びその製造方法 東京食品機械株式会社

18 カップ餅 越後製菓株式会社 59 熱殺菌処理用積層体及び包装用袋 ユニチカ株式会社

19 米粉含有食品用穀粉組成物
株式会社日清製粉グルー
プ本社

60
粘性食品の吐出方法及び吐出装置並
びに充填装置

株式会社愛産製作所

20 あんころ餅 馬瀬　典彦 61
分岐オリゴ糖を含有する米飯改良用組
成物

株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｈｏｌｄｉｎ
ｇｓ

21 複数段密封低温食品 こいしや食品株式会社 62 酸性フラワーペースト類。 株式会社ＡＤＥＫＡ

22 大判焼風米飯食品の製造方法 小南　藤枝 63 ムカゴ入り生菓子およびその製造方法 有限会社ほうえい堂

23
粘着性食品の電子レンジ加熱用樹脂
シート及び容器

株式会社丸善 64 加工紙 株式会社彫刻プラスト

24 焼いて具を加えやすい餅 馬瀬　典彦 65
食品包装用シート、食品包装容器およ
び食品包装体

住友ベークライト株式会社

25 団子の製造方法及び団子の製造装置 テーブルマーク株式会社 66 栄養食品入りパック 株式会社サンエイ

26 包装シート及び包装飯塊 鈴木　允 67 動物の形をした五平餅の型 安藤　幸司

27 多層延伸フィルム グンゼ株式会社 68 鏡餅容器 株式会社コバヤシ

28 鏡餅型容器、及びその製造方法 東洋製罐株式会社 69 機能性包装袋 東北紙工株式会社

29
加工玄米、発酵食品、加工玄米の製
造方法

株式会社かどまさや

30 食品切断装置 上根　崇

31
食品包装用シート、食品包装容器およ
び食品包装体

住友ベークライト株式会社

32 多層延伸フィルム グンゼ株式会社

33
便通改善剤、便通改善作用を有する
加工米の製造方法およびその加工品

株式会社ブルボン

34
食品包装用シート、食品包装容器およ
び食品包装体

住友ベークライト株式会社

35
食品用の非付着性フィルム、該非付着
性フィルムの製造方法、食品用の非付
着性フィルムへの食品の付着を・・・

東京インキ株式会社

36 加工食品 伊藤　勇悦

37 積層体 ユニチカ株式会社

38 ガスバリア性積層体 ユニチカ株式会社

39 咀嚼力トレーニング用食品セット 株式会社食の科学舎

40
撥水性を賦与した改質穀粒又は改質
穀粒破砕物とその製造法

国立研究開発法人農業・食
品産業技術総合研究機構

41 鏡餅 株式会社宏和 以上69点収録

餅の製造加工方法と工程　　　No.11029

[登録・公開編]　　平成27年（1年間）　　　　69点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥18,360    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,360　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥27,540　）


