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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
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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
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1 味付茹卵の製造方法 日清製粉株式会社 46 ゆで卵製造方法 牧野　俊二

2 茹で卵の調味方法 井上　誠 47 包装ゆで卵 佐藤　孝典

3 殻付き卵の味付け方法 株式会社カンツリー興産 48 冷凍カット茹で卵とその製造方法 キユーピー株式会社

4 殻付き卵の味付け方法 株式会社カンツリー興産 49 ひび入りゆで卵の殻剥取り装置 キユーピー株式会社

5 調理卵 増淵　富士雄 50
レトルト殺菌機によるゆで玉子の製造
方法

株式会社日阪製作所

6 湯煮卵包装用フィルム 大日精化工業株式会社 51 殻付き卵の調理方法及び調理装置 株式会社日阪製作所

7 味付加工卵の製造方法 新井　豊 52 電動式茹卵殻剥器 有田　啓二

8
外殻を被ったままの卵白に印刷や味
付けした卵

宮本　和稔 53 卵の加工法 中島　昭三

9 保存性の良好な調味茹卵の製造方法 鈴木　賀里 54 卵の加工方法 中島　昭三

10 保存性の良好な茹卵の製造方法 鈴木　賀里 55 茹で卵の製造法及びその装置 キユーピー株式会社

11 ヨードを含有した調味茹卵の製造方法 鈴木　賀里 56
塩味付ゆで卵および色付ゆで卵の製
造方法

株式会社サムソン

12
殻の無い様々な形のゆで玉子を作る
容器

佐々木　学 57 黄身返し卵の製造方法および装置 千葉　和夫

13 卵加工食品並びにその製造方法 仁籐　隆司 58 茹で卵の製造方法 キユーピー株式会社

14 生卵の味つけ法 中根　輝一 59 卵黄様食感を持つ食品 不二製油株式会社

15 味付きゆで卵およびその製造方法 田頭　十二 60 加工卵の製造法 太陽化学株式会社

16 調味料で味付けしてあるゆで卵 戸原　喜勢子 61 焼き茹卵の製造方法 濱田　正

17 ゆで玉子及びその製法 福井　照彦 62 ひび入りゆで卵の殻剥取り装置 キユーピー株式会社

18 味付けゆで卵の製造方法 四電産業株式会社 63
むき身ゆで卵の姿勢制御供給方法及
びその装置

株式会社トーワテクノ

19
ゆでる工程の間卵の黄身を中心に寄
せる方法

ゲルト・ベルクマイアー 64
鳥類の卵を主原料とする加工食品の
製造方法

有限会社平成エンジニアリ
ング

20 茹卵、その製法及び茹卵用容器 関　好晴 65 蒸気加熱による茹で卵の製造方法 キユーピー株式会社

21 ゆで玉子の変形法 半場　宏 66 卵 梅原　敏靖

22 味付きまたは色付きゆで卵の製法 戸井田　努 67 卵白組成物 キユーピー株式会社

23 卵の加工品 コープ食品株式会社 68 茹で卵薄切り装置 キユーピー株式会社

24 ゆで玉子製造方法及びゆで玉子
株式会社トーシンテクニカ
ル

69 殻付ゆで卵の燻製方法 ユニレックス株式会社

25 ゆで卵製造装置 株式会社さかき山 70 卵白組成物 キユーピー株式会社

26 袋入り茹で卵及びその製造方法 キユーピー株式会社 71 冷凍茹で卵の製造方法 株式会社紀文食品

27 業務用ゆでたまご商品 キユーピー株式会社 72 茹で卵様食品の製造装置 山崎　修

28 加工冷凍ゆで卵とその解凍品 キユーピー株式会社 73 植物成分入り茹で卵 清水　智子

29
殻むきゆで卵を立体で密着包装する
方法およびその包装物

コロンブスフーズ株式会社 74 味付けゆで玉子の製造方法 三州食品株式会社

30 味つきゆで卵の製造方法 長野　正喜 75 冷凍茹で玉子の製造法 株式会社紀文食品

31 卵白硬化防止卵 味の素株式会社 76 ビタミンＣ含有卵およびその製造方法 株式会社プラセラム

32 味付けゆで玉子の製造方法 株式会社品川工業所 77 茹で卵の殻ひび入れ装置 キユーピー株式会社

33 味付ゆで卵の製造方法 株式会社竹の和 78 塩味ゆで卵の製造方法 イセデリカ株式会社

34 ゆで卵の製造方法と器具 濱田　博康 79 袋入り茹で卵 コープ食品株式会社

35 卵白硬化防止卵 味の素株式会社 80 茹で卵の製造方法 キユーピー株式会社

36 味付ゆで卵の製造方法 森本　高正 81 ゆで卵の殻剥き方法及びその装置 キユーピー株式会社

37
加熱凝固性食品の成形方法及びこの
成形方法を用いたゆで卵の成形方法

旭電化工業株式会社 82 ゆで卵の製造方法 キユーピー株式会社

38 卵白硬化防止法 味の素株式会社 83 ゆで卵製造機及びその製造方法 株式会社ミヤデン

39 味付ゆで卵の製造方法 青木　貞夫 84 模様付き茹で卵及びその製造方法 梅原　初代

40
付帯袋付ゆで卵包装体とその製造方
法

佐藤　孝典

41
ゆで卵の殻等の除去方法およびゆで
卵の殻等の除去具

吉田　一男

42 冷凍味付け茹卵の製造方法 マルイ農協食品株式会社

43 茹で卵様加熱卵の大量製造法 味の素株式会社

44 汁液漬け茹卵 株式会社カナエフーズ

45 超音波による味浸透装置 本多電子株式会社 以上８４点収録

ゆで卵の製造加工方法　　　No.9589
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