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薬味用小袋と包装方法
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［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） ９９点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２５，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２５，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３７，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9287(A) 登録・公開 天然香辛料の処理加工方法 平.12-13 83点 ￥19,600
No, 〃 (B) 〃 ニンニクの処理加工方法 平.12-13 52点 ￥12,400
No,8827(A) 〃 天然香辛料の処理加工方法 平.10-11 85点 ￥29,700
No, 〃 (B) 〃 ニンニクの処理加工方法 平.10-11 54点 ￥18,800
No,8338(A) 〃 天然香辛料の処理加工方法 平.8-9 69点 ￥25,700
No, 〃 (B) 〃 ニンニクの処理加工方法 平.8-9 49点 ￥17,300
No,8132(A) 公開特許 ワサビの栽培方法と装置 平.1-8 54点 ￥19,800
No, 〃 (B) 〃 ワサビの加工方法と製品 平.1-8 54点 ￥19,800
No,7996(A) 公告・公開 天然香辛料の処理加工方法 平.6-7 65点 ￥24,300
No,7640(A) 〃 〃 平.4-5 65点 ￥24,300
No,6728(A) 〃 〃 昭.63-平.1 73点 ￥24,700
No,5681(C) 公開特許 〃 昭.58-60 30点 ￥ 8,400
No,5681(B) 公告特許 〃 昭.51-60 28点 ￥ 9,200
No,7996(B) 公告・公開 ニンニクの処理加工方法 平.6-7 35点 ￥13,700
No,7640(B) 〃 〃 平.4-5 31点 ￥12,400
No,7326(B) 〃 〃 平.2-3 35点 ￥14,000
No,5604(A) 公告特許 〃 昭.45-59 95点 ￥24,700
No,7787 公開特許 カレーの製造加工方法と製品 平.4-6 62点 ￥21,600
No,7433 〃 〃 昭.62-平.3 60点 ￥20,800
No,6031 〃 〃 昭.48-61 74点 ￥25,700
No,8237 〃 ショウガの処理加工方法と製品 平.1-8 59点 ￥21,700
*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、Ｂ５製本版は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。］
お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 合成樹脂製のチャック付袋体 株式会社生産日本社 44
大根おろしと調味料が別封入された調
味袋

株式会社中埜酢店

2
可食性皮膜を形成した加工食品包装
材

株式会社マルカ 45 納豆手もみ袋 佐藤　弘志

3 包装体 大日本印刷株式会社 46
複数の液体或いは粉末・顆粒体等の
流動体封入袋

株式会社オリエンタルデリ
カシステムズ

4 電子レンジ加熱用小袋 株式会社カナエ 47 食品用防湿容器 富田製薬株式会社

5 溶解包装品 鈴木　重年 48
アリル・イソ・チオシアネートを含有する
食品の包装方法

株式会社万城食品

6
包装用積層フィルムおよびそれを用い
た防湿袋

株式会社細川洋行 49 わさびの包装袋 三和食品株式会社

7 連結袋体 呉羽化学工業株式会社 50 包装体 三井化学株式会社

8 食品包装体 大塚　謙治 51 小袋包装体 大日本印刷株式会社

9 異種調味料の封入袋 三菱アルミニウム株式会社 52 四面体状の小袋包装体 大日本印刷株式会社

10 異種調味料の封入袋 三菱アルミニウム株式会社 53
フレ―バ―移送フィルムを使用した包
装製品並びにその製造及び使用方法

クライオバック・インコーポレ
イテツド

11 調味料入れ 吉田　達弘 54 注出路付き小袋 大日本印刷株式会社

12 使い捨て容器 東洋物産株式会社 55 注出路付き小袋 大日本印刷株式会社

13
高圧殺菌処理方法及び高圧殺菌処理
調味方法

凸版印刷株式会社 56 注出路付き小袋 大日本印刷株式会社

14
引き裂き性を有する包装材料および包
装袋

凸版印刷株式会社 57 注出路付き小袋 大日本印刷株式会社

15 積層シート 大日本印刷株式会社 58 包装用袋 エヌケー工業株式会社

16 易開封性袋 凸版印刷株式会社 59 包装袋体及び包装装置 株式会社小松製作所

17 小袋の連続帯状物の収納体 株式会社美濃久商店 60 液体用小袋 大日本印刷株式会社

18 包装袋 凸版印刷株式会社 61 液体用小袋 大日本印刷株式会社

19 食品包装体
サンエー化学工業株式会
社

62 小分け調味料用包装体 高野　源晴

20 香辛料包装体およびその製造法 村上　謙三 63 注出口付袋およびその製造方法 凸版印刷株式会社

21 密封小袋包装体 株式会社小松製作所 64 多室パウチ 大日本印刷株式会社

22 食品の小袋パック 株式会社大和屋 65 注出口付パウチ 凸版印刷株式会社

23
乾燥食品用包材および乾燥食品の包
装方法

味の素株式会社 66 小袋の外包装手段 株式会社藤商店

24 密封小袋包装体 株式会社小松製作所 67 Ｙ形ノッチを有する合成樹脂製袋 株式会社もち吉

25
充填材を内在した包装袋及び充填包
装方法

株式会社万城食品 68
レトルト食品、ビニール小袋等の絞り出
し器

岩城　和華子

26 液状調味料の包装用容器 山甚醤油株式会社 69 弁当用調味料入り小袋 秋坂　啓一郎

27
乾燥食品用包材および乾燥食品の包
装方法

味の素株式会社 70 複合樹脂フイルム製袋
株式会社高山パッケージ企
画

28 包装用容器 大日本印刷株式会社 71 注出口付液体用包装袋の製造方法 凸版印刷株式会社

29
味付け加減可能な袋入り液体調味料
及びその味付け加減調整方法

小林　義明 72 注出口付パウチ 凸版印刷株式会社

30 包装材料及び包装容器 日本製箔株式会社 73 再封可能な開口維持部材付パウチ 凸版印刷株式会社

31 食材調理シートおよび食材調理袋 第一衛材株式会社 74 分配包装体
株式会社ディスペンパック
ジャパン

32 即席食品の包装袋 谷藤　賢一 75 容易絞り出し性パウチ 東洋製罐株式会社

33 分包ミニパック 株式会社進洋 76 注出口付与包装袋 凸版印刷株式会社

34 液体収納小袋包装体 凸版印刷株式会社 77 注出口付き袋 大日本印刷株式会社

35 袋用取付キャップ装置 ヱスビー食品株式会社 78 注出口付き袋 大日本印刷株式会社

36 注出口付ガゼット袋 凸版印刷株式会社 79 電子レンジ対応小袋 大日本印刷株式会社

37 スパイスパック ライオン株式会社 80 詰替用袋体 大倉工業株式会社

38 易開封性小袋 ユニチカ株式会社 81 包装袋内蔵用小袋 大和グラビヤ株式会社

39 放射線照射用食品容器 日本ポリケム株式会社 82 分配包装体
株式会社ディスペンパック
ジャパン

40 液体小袋包装体 大日本印刷株式会社 83 密閉容器 正岡　昇

41 液体小袋包装体 大日本印刷株式会社 84 自己調味食品用袋 株式会社吉澤

42 わさび包装体 株式会社丸促 85 小袋入り塩混合調味料 安井　幹子

43
辛味のついた鍋物用スープの包装形
態

株式会社藤商店 以下１４点省略

薬味用小袋と包装方法　　　No.9563

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　９９点

CD-ROM版　　　￥25,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,000

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,000　）


