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おにぎり用具材の製造加工方法
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［公開編］平成１０年～平成１３年（４年間） ６１点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１４，０００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥１４，０００－
（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２１，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内

No,8518 公開特許 おにぎり用具材の製造加工方法 平.5-9 73点 ￥24,800
No,9288 〃 タラコの処理加工方法 平.11-13 57点 ￥13,000

No,8573 〃 〃 平.8-10 56点 ￥20,300
No,7985 〃 〃 平.4-7 54点 ￥19,700

No,7429 〃 〃 昭.63-平.3 63点 ￥20,000
No,8200 〃 シート状食品の製造加工方法 平.5-8 63点 ￥21,600

No,6791 〃 魚介類珍味食品の製造方法 昭.55-平.1 80点 ￥24,400
No,6025 〃 イカ風珍味食品の製造方法 昭.48-61 77点 ￥23,400

No,8008 〃 魚肉チーズ嗜好食品の製造方法 昭.61-平.7 81点 ￥25,600
No,7667 〃 水産物コピー食品の製造加工方法 昭.62-平.5 75点 ￥24,700
No,7666(A) 〃 魚肉フレーク食品の製造加工方法 昭.59-平.5 75点 ￥24,700

No,〃 (B) 〃 魚骨加工食品の製造加工方法 昭.59-平.5 37点 ￥13,400
No,7651 〃 昆布巻加工食品とその製造方法 昭.54-平.5 100点 ￥24,600

No,7769 〃 エビの処理加工方法 平.3-6 65点 ￥23,500
No,7492 〃 カニの処理加工方法と製品 昭.62-平.3 53点 ￥19,700

No,7984 〃 鮭の処理加工方法と製品 平.4-7 70点 ￥27,600
No,7908 〃 マグロの加工方法と製品 昭.62-平.6 68点 ￥23,700

No,8009 〃 佃煮の製造加工方法と製品 平.2-7 61点 ￥21,300
No,7663 〃 貝類の加工方法と製品 平.3-5 56点 ￥19,600

No,7516 〃 魚卵の保存加工処理方法と製品 平.2-4 59点 ￥19,700
No,8520 〃 刺身用魚介類の保存・処理加工方法 平.5-9 64点 ￥23,200

No,8553 〃 魚介類エキスの製造加工方法 平.5-9 73点 ￥26,300
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・

（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、全文公報版はＢ５サイズ･目次製本済みです。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］
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34 トマトケチャップと海苔を利用した調味
料

羽田　武文

1 成型粥の製造法及び成型粥 石田　幸男 35 振り掛け健康食品 川内　景敏

2 生ウニ様食品及びその製造方法 有限会社かぶら食品 36 天にぎり 酒井　正二

3 魚類中骨と野菜類の混合ペースト食品
のレトルト容器包装体

八戸缶詰株式会社 37 貝柱の焼き加工食品 八尾　拓臣

4 加工鱧及びその製造方法 朝尾　朋樹 38 被覆成型食品およびその製造法 武田薬品工業株式会社

5 たらこ含有加工食品及びその製造方
法

日清製粉株式会社 39 食材 背戸　忠則

6 装飾穴付き海苔及び海苔付きのお握
り及びその製造方法

櫻庭　紀子 40 蟹ミソの加工法及びその蟹ミソを用い
た食材

背戸　忠則

7 加熱成形用食品セット及びそれを用い
てなる成形米飯食品の製造法

株式会社永谷園 41 鮭風味調味料 キユーピー株式会社

8 おにぎりの製造方法 キッコーマン株式会社 42 白板昆布の製法 ヤマトタカハシ株式会社

9 魚卵様食品 キユーピー株式会社 43 球形状食品の表面被覆シート状食材 松山　睦

10 おにぎり 有限会社島淡水魚 44 魚卵塊食品およびその製造方法 新田ゼラチン株式会社

11 米飯類用又はパン類用具材 マルハ株式会社 45 魚介類の塊粒状再構成肉製品 雪印乳業株式会社

12 巻き寿司用冷凍芯材 キユーピー株式会社

13 着色魚卵の製造方法 日清製粉株式会社 46 生食料理用人造魚介類及びその製造
方法

株式会社石山商事

47 容器入り味付けえのき茸 株式会社みすずコーポレー
ション

14 うなぎ蒲焼き握り 北村　良子 48 鱒寿しおにぎり 前川　大輔

49 エビ・カニ類の加工身及びその製造方
法

友田セーリング株式会社

15 ウニ様加工食品 日本油脂株式会社 50 辛子味噌及びその製造方法
株式会社ハイディヤノイン
ターナショナル

16 イクラの静菌保冷方法
新東京インターナショナル
株式会社 51 シート状魚卵加工食品およびその製造

法
早渕　仁美

17 シート状削出し昆布の製法 ヤマトタカハシ株式会社 52 乾燥キムチ及び製造方法 金沢　成一

18 寿司用食材 旭電化工業株式会社 53 人工タラコ及びそれを用いたタラコ加
工食品、並びに人工タラコの製造方法

安部　恵美子

19 おにぎり加工食品及びその製造法 株式会社紀文食品 54 生ウニをベースとした練り食品及びそ
の製造方法

有限会社海人倶楽部

20 魚と米を混合する食品素材 仲澤　恒雄 55 魚卵食品 キユーピー株式会社

21 容器詰め魚肉フレーク入りスプレッド食
品

キユーピー株式会社 56 密封容器詰食品用魚卵組成物 キユーピー株式会社

22 焼き明太子及びその製造方法 古川　祥朗 57 可撓性容器詰魚卵食品 キユーピー株式会社

23 塩カドのとれた魚卵加工品 日本水産株式会社 58 スティック食材 株式会社フードプラン

24 鯵のにぎり鮨 有限会社三共 59 魚卵の加工方法 日乃食工業株式会社

25 天ぷら巻きご飯 株式会社さんま亭 60 チップ形状の魚節及びその製造方法 鈴木　靖徳

26 えのき茸を具材に用いた調理食品及
びその製造方法

綿貫　隆夫

27 小判金形おにぎり，すし 兒玉　義彦 61 おにぎり 株式会社中谷本舗

28 志ぐれ風煮およびその製造方法 瑞宝産業株式会社 以上６１点収録

29 魚卵日持向上剤、魚卵日持向上方法
およびそれを含む食品

わらべや日洋株式会社

30 冷凍成形そぼろ食品およびその製造
方法

雪印乳業株式会社

31 寿司ネタ用加熱済み殻付き海老 三菱商事株式会社

32 魚肉フレーク及びその製法 キユーピー株式会社

33 マヨネ―ズと海苔を利用した調味料 羽田　武文

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年

登　録　実　用　新　案　　　平成１３年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

おにぎり用具材の製造加工方法　　　No.9357

[公開編]　　平成１０年～平成１３年（４年間）　　　６１点

CD-ROM版　　　￥14,000    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥14,000

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年
（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥21,000　）

登　録　実　用　新　案　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年




