
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区平河町１－３－６BIZMARKS麹町

 ＜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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,11057 登録・公開 平.27 80点 ￥18,000

No,11013       〃 平.26 80点 ￥18,000

No,11170       〃 平.28 100点 ￥24,000

No,11156       〃 平.28 60点 ￥16,000

No,11069       〃 平.27 60点 ￥16,000

No,10998       〃 平.26 60点 ￥16,000

No,11147       〃 平.28 60点 ￥16,000

No,11041       〃 平.27 80点 ￥20,000

No,10924       〃 平.25 77点 ￥20,000

No,11166       〃 平.28 80点 ￥20,000

No,11034       〃 平.27 79点 ￥20,000

No,11182       〃 平.28 70点 ￥18,000

No,10656 公開特許 平.13-平.22 67点 ￥16,000

No,10762       〃 平.20-平.23 60点 ￥16,000

No,10161       〃 平.18-平.19 70点 ￥24,500

No,10784 公開特許 平.18-平.23 78点 ￥20,000

No,10012       〃 平.15-平.17 78点 ￥23,400

No,10912       〃 平.23-平.25 74点 ￥20,000

No,10742       〃 平.15-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：〒

フライ済み冷凍食品の製造方法

               〃

レトルト食品と包装材料

               〃

調理済み冷凍食品の製造方法

卵加工食品の製造方法

               〃

               〃

即席米飯の製造加工方法

               〃

               〃

介護食の製造加工方法

お惣菜類の製造加工方法

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

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１８４

お惣菜類の製造加工方法
[登録・公開編]平成28年（1年間）　　70点

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

               〃

※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。］

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

               〃

ポテトサラダの製造加工方法

ハンバーグの製造加工方法

               〃

鳥肉の調理加工方法と製品



1 冷凍たこ焼きの製造方法 テーブルマーク株式会社 33
米粉を使用したたこ焼き用プレミックス
粉

日本製粉株式会社

2 酸味のマスキング方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

34
食品用トッピング材、それを含有するふ
りかけ及び食品用トッピング材の製造
方法

ヱスビー食品株式会社

3 塩味の増強方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

35 焼き餃子及びその調理方法
有限会社ウィンキューブイ
ンターナショナル

4 たこ焼き又はお好み焼き粉ミックス 日清フーズ株式会社 36 冷凍包皮食品 味の素株式会社

5
容器入り固形食品およびその製造方
法

大和製罐株式会社 37 炭火焼き肉類の製造方法。 日本水産株式会社

6
たこ焼き用若しくはお好み焼き用又は
ピザ用ミックス

日清フーズ株式会社 38 加熱済み冷凍餃子及びその製造方法 味の素株式会社

7
焼餃子用油脂組成物及びその使用方
法

株式会社　ホソヤコーポ
レーション

39
調理済み麺状食品、それに用いる可
食性フィルム及び調理済み麺状食品
の喫食方法

伊那食品工業株式会社

8
電子レンジによる加熱ムラの少ない冷
凍麺塊

テーブルマーク株式会社 40
冷凍ワンタン及び冷凍ワンタンの製造
方法

米久デリカフーズ株式会社

9
油揚げ風食品用の衣組成物及び惣菜
用材料セット

キッコーマン株式会社 41 ミートレス化可能なハンバーグ様食品 不二製油株式会社

10
スナック惣菜類用粉末油脂及びスナッ
ク惣菜類

ミヨシ油脂株式会社 42
異種食材を組み合わせた加工食品並
びにその製造方法並びにその製造装
置

大生機設株式会社

11 サラダの製造方法 キユーピー株式会社 43 パティ成形物 石井　圭

12
電子レンジ加熱用冷凍グラタン類の製
造方法

キユーピー株式会社 44 春巻皮の製造方法 日清製粉株式会社

13
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

45 食品成形方法及び食品成形装置 大英技研株式会社

14 ポテトサラダの製造方法 キユーピー株式会社 46 飲食品用ゲル化剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

15 麺皮及び小龍包 テーブルマーク株式会社 47
焼き餃子の製造方法、餃子用焼き付き
防止液、及び冷凍餃子

月島食品工業株式会社

16
加熱殺菌方法及び装置、並びに食品
包装体の製造方法及び製造システム

株式会社日清製粉グルー
プ本社

48 春巻皮の製造方法 日清製粉株式会社

17
野菜又は野菜を使用した食品の風味
向上方法

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

49
焼成食品の製造方法および焼成食品
の製造装置

テーブルマーク株式会社

18 肉様食品の製造法 味の素株式会社 50
焼成食品の製造方法および焼成食品
の製造装置

テーブルマーク株式会社

19 包皮食品の自動成形方法 大英技研株式会社 51
多様な性状を表現するこんにゃく加工
食品

ハイスキー食品工業株式会
社

20
油揚げ様食品用の衣組成物及び惣菜
用材料セット

キッコーマン株式会社 52 冷凍惣菜用調味液 ヤマサ醤油株式会社

21 ポテトサラダの製造方法 キユーピー株式会社 53
加熱野菜含有食品及びその製造方法
並びに加熱野菜含有食品用調味料

味の素株式会社

22 連続蒸気殺菌装置
株式会社日清製粉グルー
プ本社

54
硬質または半硬質ナチュラルチーズ及
びその製造方法

株式会社明治

23
ゼリー状調味料及び該ゼリー状調味料
を含む食肉加工食品

旭化成株式会社 55 電子レンジ調理用食品 味の素株式会社

24 揚げ春巻及びその製造方法 株式会社ニチレイフーズ 56
うなぎハンバーグの製造方法及びうな
ぎハンバーガーの製造方法

増田　諭吉

25 ドリップ防止方法及び食品製造方法 伊那食品工業株式会社 57
うなぎハンバーグ及びうなぎハンバー
ガー

増田　諭吉

26 春巻皮の製造方法 日清製粉株式会社 58 醤油含有調味液 キッコーマン株式会社

27
ポリ糖アルコールを含む麺製品増白剤
及びその利用

▲豊▼益（上海）生物技▲
術▼研▲発▼中心有限公
司

59
高炭水化物含量の野菜を含む冷凍食
品

味の素株式会社

28 にんにくの低温熟成製造方法 宮坂　寿広 60 冷却装置 株式会社ヤマザキ

29 飲食品用ゲル化剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

61 麺皮類の製造方法 日清製粉株式会社

30 冷凍された春巻きの製造方法 三菱化学フーズ株式会社 62 春巻皮の製造方法 日清製粉株式会社

31
電子レンジを用いる焼き魚の調理方
法、当該焼き魚用の調味料および当
該焼き魚用の調理皿

株式会社九州パック 63
ゲル状組成物、その製造方法及びそ
れを含む保冷剤

伊那食品工業株式会社

32 サラダの製造方法 キユーピー株式会社 以下7点省略

お惣菜類の製造加工方法　　　No.11184

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


