
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)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10730 登録・公開 平.23 67点 ￥16,000
No,10941       〃 平.25 70点 ￥18,000
No,11056 公開特許 平.27 69点 ￥17,000
No,10966       〃 平.26 69点 ￥17,000
No,11081       〃 平.26-平.27 122点 ￥26,000
No,10897       〃 平.24-平.25 93点 ￥22,000
No,11112       〃 平.28 73点 ￥17,000
No,11025       〃 平.27 69点 ￥17,000
No,10673       〃 平.13-平.22 67点 ￥16,000

No,10670       〃 平.13-平.22 67点 ￥16,000

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

No,10626       〃 平.13-平.22 72点 ￥20,000

No,10589       〃 平.13-平.22 100点 ￥30,000

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

No,10676       〃 平.13-平.22 67点 ￥16,000

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

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

No,10176       〃 平.17-平.19 77点 ￥25,700

No,9821       〃 平.14-平.16 73点 ￥23,700

*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：〒

チョコレート菓子類の製造方法
               〃
新食感菓子類の製造加工方法
               〃

焼菓子類の製造加工方法
ケーキ類の製造加工方法
スナック菓子の製造加工方法
               〃

               〃

ポテトの加工方法と製品

和菓子の製造方法

新しい米菓とその製造方法

米粉菓子類の製造加工方法

[登録・公開編]平成28年（1年間）　　80点

担当者名

◎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

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

会社名

所属部署名

               〃

※料金には別途送料がかかります。

サツマイモの処理方法と製品

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

ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１４９

お   申   込   書

焼菓子類の製造加工方法

イモ菓子の製造加工方法

飴菓子の製造加工方法

豆菓子の製造方法と製品

カステラ類の製造加工方法と製品



1 焼き菓子類用小麦粉 日清製粉株式会社 36 焼き菓子およびその製造方法 株式会社Ｊ－オイルミルズ

2 複合菓子生地 株式会社ＡＤＥＫＡ 37 複合菓子 森永製菓株式会社

3 焼き菓子の着色装置 上田　進一 38 小麦ふすま含有加工食品 花王株式会社

4 パン焼菓子生地及びパン焼菓子
日清オイリオグループ株式
会社

39
バイオナノファイバーにより穀物粉生地
強度を高める技術

国立大学法人鳥取大学

5 焼き菓子用ミックス 日清フーズ株式会社 40
どら焼きやパンケーキ等の焼き菓子、
及びその製造方法

株式会社ルフレンド

6 非発酵焼き菓子類用ミックス 日清フーズ株式会社 41 ベーカリー食品
日清オイリオグループ株式
会社

7 焼き菓子類用ミックス及び焼き菓子類 日清フーズ株式会社 42 全脂大豆粉使用クッキー類
日清オイリオグループ株式
会社

8 パイ類の製造方法 テーブルマーク株式会社 43 ラテアート用フロート 外海　君子

9 低脂肪ケーキ類及びその製造方法 松谷化学工業株式会社 44
ソフト感のある食品及びその製造用原
材料配合物

株式会社ビーンズ

10 焼成菓子およびその製造方法 株式会社明治 45 可塑性油脂組成物 株式会社ＡＤＥＫＡ

11
熱処理米粉組成物および菓子類また
は粉物の製造方法

株式会社日清製粉グルー
プ本社

46 新規焼き菓子およびその製造方法 カバヤ食品株式会社

12
細かな焼き菓子等の可食物を内外に
組み合わせた球状のチョコレート菓子
製品およびその製造方法

株式会社ロッテ 47
折りパイ食感改良用油中水型乳化組
成物

不二製油株式会社

13 焼き菓子
日清オイリオグループ株式
会社

48
しっとりとした食感のクッキー製造用組
成物、これを使用したクッキーの製造
方法及び製造されたクッキー

ロッテ　コンフェクショナリー
カンパニー　リミテッド

14 小麦ふすま含有加工食品 花王株式会社 49 カツ風ベーカリー食品 日清製粉株式会社

15 焼菓子練り込み用油脂組成物 株式会社ＡＤＥＫＡ 50 焼き菓子及びその製造方法 江崎グリコ株式会社

16
睡眠改善作用を有する焼き菓子及び
該焼き菓子用プレミックス

アサマ化成株式会社 51
焼き菓子用焼成板対および焼き菓子
焼成方法

株式会社日本フーズセン
ター

17 菓子類用小麦粉およびその製造方法 日清製粉株式会社 52
半球状の外観を有する中空状焼菓子
の製造方法

不二製油株式会社

18
米粉を用いた焼き菓子およびその製
造方法

日本製粉株式会社 53 焼き菓子 亀田製菓株式会社

19 中空菓子及びその製造方法 大塚製薬株式会社 54 焼成菓子の製造方法 不二製油株式会社

20 成形焼き菓子の製造方法 日世株式会社 55 焼菓子の製造法 不二製油株式会社

21 焼成菓子の製造方法 株式会社明治 56 学習クッキー 前田　隆治

22 塩味を有するクッキーの製造方法 宮川　香奈枝 57 マイグレーション抑制剤 理研ビタミン株式会社

23
生地の製造方法、及び、それによって
製造される生地を用いたパン様食品の
製造方法

株式会社コレット 58
クッキークーヘン焼成機およびそれに
用いる架棒体およびそれで焼成した
クッキークーヘン

株式会社　不二商会

24 穀粉を実質的に含まない焼き菓子
日清オイリオグループ株式
会社

59 焼き菓子製品の製造方法 不二製油株式会社

25
手につかないトッピング材がトッピング
されたビスケットの製造方法

ロッテ　コンフェクショナリー
カンパニー　リミテッド

60 焼き菓子用粉末油脂組成物
日清オイリオグループ株式
会社

26 糖類含浸粒状大豆蛋白の製造方法
日清オイリオグループ株式
会社

61
焼菓子生地との同時焼成用チョコレー
ト類

不二製油株式会社

27 パン類または焼き菓子類の製造方法 日清製粉株式会社 62 ハードクッキーの製造方法 不二製油株式会社

28 焼き菓子類用組成物及び焼き菓子 松谷化学工業株式会社 63 焼菓子用食感改良材 株式会社ＡＤＥＫＡ

29 焼成菓子の製造方法 株式会社明治 64 焼き菓子 株式会社Ｊ－オイルミルズ

30 焼菓子練り込み用油脂組成物 不二製油株式会社 65
特殊乾燥技術を用いて粉末にした農
作物から製造した加工食品。

株式会社田舎フーズ

31 食用油脂組成物 太陽油脂株式会社 66 焼き菓子の製造方法
日清食品ホールディングス
株式会社

32 焼き菓子の製造方法 月島食品工業株式会社 67 焼成菓子およびその製造方法 不二製油株式会社

33 焼き菓子用ミックス 日清フーズ株式会社 68 菓子の製造装置及び製造方法 株式会社ユーハイム

34 焼き菓子の製造方法 日清製粉株式会社 69 焼成複合菓子及びその製造方法
日清オイリオグループ株式
会社

35
食物アレルゲン投与用焼き菓子及び、
食物アレルゲン投与用焼き菓子の製
造法

味の素株式会社 70 具材入り焼成菓子とその製造方法 森永製菓株式会社

以下10点省略

焼菓子類の製造加工方法　　　No.11149

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　80点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,600　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,400　）


