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＜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！

おでんとその材料の製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成６年～平成１５年（１０年間） １００点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，１５０－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，１５０－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３５，７００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9376(A) 公開特許 はんぺんの製造加工方法 平.4-13 55点 ￥13,700
〃 (B) 〃 つみれの製造加工方法 〃 47点 ￥11,700

No,7359(B) 〃 はんぺんの製造加工方法 昭.62-平.3 37点 ￥13,500
No, 〃 (C) 〃 つみれの製造加工方法 〃 33点 ￥12,000
No,9122 公告特許 板付きかまぼこの製造加工方法と製品 平.3-12 63点 ￥20,600
No,9124 〃 魚介類珍味食品の製造方法 昭.61-平.12 77点 ￥25,000
No,9126 〃 佃煮の製造加工方法と製品 昭.61-平.12 59点 ￥20,000
No,8989 公開特許 魚肉ハム類の製造加工方法 平.2-11 58点 ￥23,300
No,7359(A) 〃 板付きかまぼこの製造加工方法 昭.62-平.3 76点 ￥27,300
No,6780 〃 竹輪の製造方法と装置 昭.60-平.1 73点 ￥20,700
No,7059 〃 冷凍すり身の製造加工方法と装置 昭.62-平.2 81点 ￥26,400
No,6309 〃 〃 昭.58-61 65点 ￥19,700
No,6304 〃 カニ脚肉風ねり製品の製造方法 昭.61-62 70点 ￥21,300
No,6025 〃 イカ風珍味加工食品の製法 昭.48-61 77点 ￥23,400
No,7283(A) 〃 シーフード・ハンバーグの製造方法 昭.55-平.2 67点 ￥23,700
No, 〃 (B) 〃 魚肉ソーセージの製造方法 〃 62点 ￥21,900
No,5695(A) 〃 かまぼこ類の製造方法 昭.60 131点 ￥37,300
No, 〃 (B) 〃 かまぼこ類の製造装置 〃 95点 ￥23,500
No,8656 〃 魚介類の薫製方法と製品 平.1-10 74点 ￥26,300
No,8518 〃 おにぎり用具材の製造加工方法 平.5-9 73点 ￥24,800
No,9375 〃 薩摩揚げの製造加工方法 平.4-13 75点 ￥17,200
*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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 被加熱食品の加熱方法及びその装置
株式会社フロンティアエン
ジニアリング

41 餅加工食品及びその製造方法 株式会社スギヨ

2
米と魚肉のすり身を一体とした食品及
びその製造法

伊丹かねてつ食品株式会
社

42 餅加工食品及びその製造法 株式会社スギヨ

3 料理種用袋詰め大根の形成方法 株式会社マルナカ産業 43 加工食品およびその製造方法 大野　行宣

4 新規な竹輪及びその製造方法 有限会社松兵衛 44 餅様食品の製造法 日本ビジネス開発株式会社

5 液状体の密封包装方法 日本特許管理株式会社 45 あわび茸入り成形食品 山崎　貴雄

6 パック詰おでんとその製造方法 株式会社浦嶋 46
即席鍋物類、汁物類の製造方法及び
調理方法

片平　亮太

7 保存食品の製造方法 小野　鐸治 47 詰め物食品 野口　宗男

8 海苔を付着した食品 株式会社スギヨ 48 いか足包み魚肉練製品 株式会社スギヨ

9 新規冷凍食品 旭化成工業株式会社 49 おでんの変敗防止方法 株式会社興人

10 被加熱食品の加熱方法
株式会社フロンティアエン
ジニアリング

50 魚肉練製品 野口　宗男

11 調味液 群栄化学工業株式会社 51 高鮮度・高品質の食品流通加工方法 株式会社氷温

12 コーン入り練り製品の製造法
伊丹かねてつ食品株式会
社

52 大麦粒入魚肉練り製品 株式会社スギヨ

13
被覆された糸状体食品及びその製造
方法及びその製造装置

乾食品株式会社 53
容器用の開閉蓋及び該開閉蓋を備え
た容器

積水化成品工業株式会社

14 巾着型包餅品の製造法 有限会社ナカイ 54 複合食品 野口　宗男

15
加熱殺菌密封包装容器入り食品及び
その製造法

太陽化学株式会社 55 密封容器入り食品 三菱化学フーズ株式会社

16 昆布 株式会社スギヨ 56 容器入り低温殺菌食品の製造方法 ハウス食品株式会社

17 昆布を付着した食品 株式会社スギヨ 57 スープ入り容器 田口　忠好

18 加工食品及びその製造方法 有限会社松兵衛 58 密封加工食品の製造方法および装置
株式会社フロンティアエン
ジニアリング

19 ころ芋ハンペンの製造法 大野市農業協同組合 59 円柱状食品の製造方法および装置
株式会社フロンティアエン
ジニアリング

20 餅様食品及びその製造方法 不二製油株式会社 60 円柱状複合食品の製造方法
株式会社フロンティアエン
ジニアリング

21 醤油含有固型調味料の製造法 味の素株式会社 61 食品の煮崩れ防止剤並びにその用途 麒麟麦酒株式会社

22 食品加熱方法および装置
株式会社フロンティアエン
ジニアリング

62 包装雁擬 株式会社クレハ食品

23 液状餅充填装置 小泉製麻株式曾社 63 魚肉練製品 野口　宗男

24 野菜類の煮崩れ防止方法 日清製粉株式会社 64 サメ皮加工食品及びその製造法 株式会社紀文食品

25 即席食品の製造方法 不二製油株式会社 65 巻物練り製品及びその製造法 株式会社紀文食品

26 まりも状食品およびその製造方法 金居　雅晴 66 餅入り油揚げ及びその製造法 但馬屋食品株式会社

27 油揚げ豆腐加工食品 株式会社スギヨ 67 食品包装品の液だれ防止方法 ニチモウ株式会社

28 パック詰おでん 株式会社浦嶋 68 おでん風煮物の製造法
伊丹かねてつ食品株式会
社

29 味付食品用容器 大日本印刷株式会社 69 竹輪状練り製品及びその製造法
伊丹かねてつ食品株式会
社

30 コンニャク巻食品及びその製造法 株式会社紀文食品 70 含気包装成形容器入り串物食品 マルハ株式会社

31 加熱殺菌臭のマスキング方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

71 餅入り揚げ物の製造方法 和田八蒲鉾製造株式会社

32 餅加工食品及びその製造方法 株式会社スギヨ 72 凝固状健康食品
株式会社冨士エンタープラ
イズ

33 加熱用容器入り即席食品 大徳食品株式会社 73 凝固状多孔質健康食品
株式会社冨士エンタープラ
イズ

34 こんにゃく被覆食品 角蒲鉾株式会社 74
液状食品に含まれる具材の品質改良
剤及び食品の製造方法

オルガノ株式会社

35 魚肉練製品及びその製造法 野口　宗男 75 レトルト食品用風味劣化防止剤 長谷川香料株式会社

36
こんにゃくセット及び食品ピースセット
の製造方法・製造装置

松本食品工業株式会社 76 煮物の品質改善方法 日研化学株式会社

37 はんぺん玉子巻及びその製造法 株式会社紀文食品 77 グルコサミンを添加しただしパック 株式会社カネカ

38 煮どけしない餅様食品 株式会社紀文食品 78 生薬入りだししょうゆ 板倉　啓子

39 魚肉、畜肉練り製品の製造法 味の素株式会社 79 加熱処理臭のマスキングされた食品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

40 おでん・煮物用の野菜 株式会社紀文食品 80 新規酒精含有調味料 寳酒造株式会社

以下２０点省略

おでんとその材料の製造方法 　　No.9704

[公開編]　　平成６年～平成１５年（１０年間）　　　１００点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥24,150    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,150　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,700　）


