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スクランブルエッグの製造加工方法
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［公開編］昭和６３年～平成１４年（１５年間） ８２点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１８，６００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１８，６００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２７，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9334 公開特許 オムレツの製造加工方法 平.5-13 82点 ￥19,700
No,9333 〃 茶碗蒸しの製造加工方法 平.5-13 76点 ￥19,000
No,8456 〃 冷凍丼の製造加工方法 平.5-9 68点 ￥24,500
No,8716 〃 惣菜の製造方法と製品 平.5-10 79点 ￥26,700
No,8619 〃 コンビニエンス食品の製造加工方法 平.5-10 76点 ￥26,400
No,8843 〃 容器入り冷凍食品の製造方法 平.7-11 66点 ￥23,200
No,7900(B) 〃 調理済み冷凍食品の製造方法 平.2-6 71点 ￥26,700
No, 〃 (A) 〃 〃 昭.60-平.1 56点 ￥19,300
No,9318 〃 レトルト食品用調味液の組成 平.5-13 71点 ￥18,000
No,6104(A) 〃 卵白の処理加工方法 昭.47-61 99点 ￥35,600
No, 〃 (B) 〃 卵黄の処理加工方法 〃 66点 ￥23,700
No, 〃 (C) 〃 乾燥卵食品の製造方法 〃 56点 ￥21,200
No, 〃 (D) 〃 茶碗蒸の製造方法 〃 37点 ￥14,800
No,9279 〃 フライ済み冷凍食品の製造方法 平.12-13 66点 ￥15,100
No,8841 〃 〃 平.10-11 67点 ￥23,500
No,8378 〃 〃 平.8-9 70点 ￥24,700
No,8022 〃 〃 平.6-7 56点 ￥23,700
No,7629 〃 〃 平.3-5 67点 ￥25,900
No,7705 公告特許 卵の処理加工方法 平.1-5 82点 ￥29,000

*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
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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。
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1 加工食品の焼成方法とその焼成装置 株式会社あじかん 35 卵含有食品の製造方法 日清製粉株式会社

2 卵を含む食品
ケルコ　インターナショナル
リミテッド

36 かき卵液の製造方法 クノール食品株式会社

3 焼卵の製造方法 高山　正一 37 スクランブルエッグ製造装置 株式会社品川工業所

4 低コレステロール卵黄の製造方法 日清食品株式会社 38 タマゴ様食品及びその製造方法 ベクトル株式会社

5 卵焼成品の褐変防止法 日清製粉株式会社 39 卵加工食品用乳化油脂組成物 日本油脂株式会社

6 卵加工食品の製造方法 キューピー株式会社 40 カルシウム強化卵とじ製品の製造法 株式会社コスモス食品

7
加熱凝固卵並びにその製法及びこれ
を用いた卵製品

キューピー株式会社 41
食品素材および同素材を使用した食
品

味の素株式会社

8 低コレステロールの卵製品
サンド・アクチエンゲゼル
シャフト

42
即席スクランブルエッグ及びその製造
方法

株式会社山海

9 液状卵材料の処理方法
スペシャルティー　フーズ
インヴエストメント　カンパ
ニー

43
冷凍再加熱してもソフト感を有する卵
加工食品

日本水産株式会社

10
卵料理方法及び卵料理用調味料組成
物

ライオン株式会社 44 卵焼成品及びその製造方法 キユーピー株式会社

11 玉子焼様食品の製造法 株式会社あじかん 45 かき卵の製造方法 ハウス食品株式会社

12 食品加工法
カドラント　バイオリソースズ
リミテッド

46 かき卵の製造方法 ハウス食品株式会社

13
卵黄からコレステリンもしくはコレステリ
ンエステルを除去する方法

エス･カー･ヴェー・トロースト
ベルク・アクチエンゲゼル
シャフト

47
即席スクランブルエッグ及びその製造
方法並びにその調理方法

旭電化工業株式会社

14
低コレステロール卵液の製造方法およ
び得られた卵液を用いた食品

住友精化株式会社 48 冷凍卵食品及びその製造方法 日本製粉株式会社

15 低コレステロール卵黄の製造法 日清食品株式会社 49 加工全卵 キユーピー株式会社

16 コレステロールの除去方法 鐘淵化学工業株式会社 50 全卵様食品 日本農産工業株式会社

17 連続焼成装置 株式会社あじかん 51
卵加工食品とその製造装置及び製造
方法

ヤヨイ食品株式会社

18
冷蔵保存寿命が延長された無コレステ
ロール卵製品およびその製造方法

スペシャルティー　フーズ
インヴエストメント　カンパ
ニー

52 卵料理用調味料組成物 ライオン株式会社

19 卵黄からコレステリンを除去する方法
エス･カー･ヴェー・トロースト
ベルク・アクチエンゲゼル
シャフト

53
スクランブルエッグの連続製造方法及
びその装置

株式会社ノリタケカンパ
ニーリミテド

20 コレステリン減少卵黄の製法
エス･カー･ヴェー・トロースト
ベルク・アクチエンゲゼル
シャフト

54 冷凍スクランブルエッグの製造法 明治製菓株式会社

21
卵黄もしくは卵黄プラズマからβ-シク
ロデキストリンを取り除く方法

エス･カー･ヴェー・トロースト
ベルク・アクチエンゲゼル
シャフト

55 鯛焼き様食品 キユーピー株式会社

22 コレステロール低減化食品の製造法 協和醗酵工業株式会社 56 卵を使用した食品素材及び食品 不二製油株式会社

23 スクランブルエッグの連続製造方法 株式会社末広鉄工所 57 卵加工食品の硫化変防止方法 太陽化学株式会社

24 加工乾燥卵黄およびその製造方法 キユーピー株式会社 58 卵加工品の製造方法 キユーピー株式会社

25 卵加工食品 キッコーマン株式会社 59 硫化黒変のない卵加工品 キユーピー株式会社

26
脂質含量の低減したリポ蛋白質含有
物質の製造方法および該物質を用い
た食品

大塚食品株式会社 60
半熟様スクランブルエッグ卵加工品及
び半熟様卵加工品

キユーピー株式会社

27 即席かき卵の製造方法 クノール食品株式会社 61
ロングライフスクランブルエッグフィリン
グ

クノール食品株式会社

28 スクランブルエッグ 株式会社山海 62 加工卵 太陽化学株式会社

29 卵とじ用冷凍加工卵 キユーピー株式会社 63 卵加工食品用卵素材の製造法 不二製油株式会社

30 即席食品の製造法 太陽化学株式会社 64
冷凍卵加工食品用組成物、その製造
法及び冷凍卵加工食品

株式会社ニチレイ

31 かき卵入りレトルト食品 味の素株式会社 65 冷凍卵加工食品 株式会社ニチレイ

32
卵焼き持ち上げ具及び積層卵焼きの
中芯層部の焼き上げ方法

有限会社マザー食品 66
熱風乾燥スクランブルエッグの製造方
法

日清食品株式会社

33 食品の製造方法及び撹拌装置
株式会社トーシンテクニカ
ル

67
卵黄脂質の製造方法および該卵黄脂
質を配合した加工食品

キユーピー株式会社

34
カルシウム及びビタミンＤを高濃度で含
有させた食用卵及びそれを利用した加
工食品

皆川　智英 68
風味油および該風味油を配合した加
工食品

キユーピー株式会社

以下１４点省略

スクランブルエッグの製造加工方法 　　　No.9588

[公開編]　　昭和６３年～平成１４年（１５年間）　　　８２点

CD-ROM版　　　￥18,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,600

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥27,000　）


