
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， ９７６３ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜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！

乾燥野菜の製造加工方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［登録編］平成６年～平成１５年（１０年間） １００点

(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，８８５－ ￥２３，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，８８５－ ￥２３，７００－

（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３６，７５０－ ￥３５，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)

No,9390 公開特許 タマネギの処理加工方法と製品 平.2-13 73点 ￥18,700

No,6876 〃 〃 昭.55-平.1 80点 ￥25,700

No,9543(A) 〃 ゴボウの処理加工方法と製品 平.5-14 70点 ￥16,100

No, 〃 (B) 〃 レンコンの処理加工方法と製品 〃 51点 ￥11,700

No,9542 〃 キャベツの処理加工方法と製品 平.5-14 99点 ￥23,700

No,9541 〃 野菜の煮物の製造加工方法 平.5-14 100点 ￥23,700

No,9477 〃 枝豆の処理加工方法と製品 平.2-14 67点 ￥15,500

No,9391 〃 ほうれん草の処理加工方法と製品 平.2-13 73点 ￥18,700

No,9302 〃 生鮮野菜の殺菌・鮮度保持方法 平.5-13 76点 ￥19,000

No,9359 〃 カット野菜の保存処理方法 平.5-13 77点 ￥17,700

No,9479 〃 タケノコの処理加工方法と製品 昭.63-平.14 77点 ￥17,700

No,9301(A) 〃 大根の処理加工方法 平.3-13 74点 ￥17,000

No, 〃 (B) 〃 山芋の処理加工方法 平.3-13 64点 ￥14,700

No,9358 〃 青果物の鮮度保持包装方法 平.9-13 70点 ￥16,000

No,9745 〃 茄子の処理加工方法と製品 平.6-15 100点 ￥23,700

No,9581 〃 ポテト・サラダの製造加工方法 昭.63-平.14 72点 ￥18,600

No,9580 〃 焼芋の製造加工方法 昭.59-平.14 70点 ￥19,700

No,8237 〃 ショウガの処理加工方法と製品 平.1-8 59点 ￥21,700

No,9291 〃 サツマイモの処理方法と製品 平.11-13 58点 ￥13,600

No,8584 〃 〃 平.8-10 57点 ￥20,500

*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
食品の脱水味付けまたは乾燥方法並
びに装置

凸版印刷株式会社 44 青汁又はその乾燥粉末 萩原　義秀

2 復元性の良い乾燥食品の製造方法 花王株式会社 45 果実又は野菜スナックの製造方法 ハウス食品株式会社

3 乾燥食品の製造方法 サンセキ企画株式会社 46 凍結乾燥野菜及びその製法 仙波糖化工業株式会社

4 乾燥食品の製造法及び装置 ハウス食品株式会社 47 さつまいもチップスの製造方法 ハウス食品株式会社

5 焙煎玉ねぎの製造法 ハウス食品株式会社 48 緑黄色野菜の粉粒加工方法 遠赤青汁株式会社

6 減圧膨化乾燥装置 株式会社芝浦製作所 49 食品材料乾燥機のネットコンベヤ装置 ハウス食品株式会社

7 低水分油いため玉ねぎ加工品の製法 三共食品株式会社 50 常温保存性調理食品及びその製造法 サントリー株式会社

8 食品等の膨化乾燥方法 荒木　英希 51 食品原料の乾燥粉末化方法 草野　啓吾

9 即席麺用固形状乾燥食品の製造方法 東洋水産株式会社 52 乾燥食品及びその製造法 旭化成工業株式会社

10 湯もどりの良い乾燥食品 太陽化学株式会社 53
わさび風味乾燥野菜混ぜご飯の素の
製造方法

三島食品株式会社

11 トマトの乾燥方法
イ　エメ　イ　テ　アソシアシ
オン　シビル 54 食品の乾燥方法とその装置 ミサト株式会社

12
乾燥食品ミツクス及びこれを使用した食
品の製造法

ハウス食品株式会社 55 乾燥食品の製造方法 ハウス食品株式会社

13 食品の減圧膨化乾燥法 ハウス食品株式会社 56 食品等の保存性副原料の製造方法 草野　啓吾

14 乾燥カツト野菜の製造法 ハウス食品株式会社 57 乾燥食品の製造方法 日清食品株式会社

15 野菜チツプスの製造法 ハウス食品株式会社 58 乾燥焼成茄子及びその製造方法 株式会社八ちゃん堂

16 乾燥人参チップの製造法 ハウス食品株式会社 59
青汁又はその乾燥粉末及びその製造
法

萩原　義秀

17 乾燥食品およびその製造方法 日本たばこ産業株式会社 60 薄焼玉子巻き野菜サラダの製造法 宮坂醸造株式会社

18 放射線照射した乾燥玉葱の検知法 理研化学工業株式会社 61 多孔質乾燥食品の製造方法 ハウス食品株式会社

19 即席汁食品用具材の製造方法 天野実業株式会社 62 加工干瓢 関　隆行

20 乾燥芋の製造方法 株式会社　田中商店 63 粉末青果物の製造方法 岩手新浄農業協同組合

21 乾燥食品の製造法 ハウス食品株式会社 64
凍結乾燥方法、装置および凍結乾燥
物

堀金　彰

22 人造野菜のりの製造法 大石　四男美 65
安定性に優れた乾燥植物体およびそ
の製造方法

三星食品株式会社

23 野菜類の減圧膨化乾燥法 ハウス食品株式会社 66 乾燥食物の製造方法 株式会社雑賀電機製作所

24 乾燥玉葱チップの製造法 ハウス食品株式会社 67 乾燥食品の保存処理装置 東京コパル化学株式会社

25
食用花弁の乾燥方法及び食用花弁の
乾燥装置

静岡県 68
野菜、木の実などの食品素材の乾燥方
法

株式会社アロンワールド

26 キンピラ用乾燥ゴボウの製造方法 吉良食品株式会社 69 多孔質食品の製造方法 ハウス食品株式会社

27 乾燥人参チップの製造法 ハウス食品株式会社 70 シート状乾燥植物の製造方法 小原　正彦

28 乾燥玉葱チップの製造法 ハウス食品株式会社 71 フリーズドライ野菜の製造方法 アスザックフーズ株式会社

29 さつまいもチップの製造方法 ハウス食品株式会社 72 蒸切干し甘藷の製造方法
農林水産省九州農業試験
場長

30 袋詰めキンピラゴボウ 吉良食品株式会社 73 貯蔵褐変植物の緑色復元方法 株式会社セイワテクニクス

31 乾燥大根おろしの製造方法 日本エフディ株式会社 74 食品の減圧低温遠赤乾燥方法 小野食品興業株式会社

32 シート状食品およびその製造方法 日本たばこ産業株式会社 75
人参加工方法及びそれにより製造され
る加工人参

リー・サン・ジュン

33 即席麺用油揚げ野菜の製造方法 東洋水産　株式会社 76 夕顔乾燥食品の製造方法 三菱東京製薬株式会社

34 顆粒状乾燥食品 キユーピー株式会社 77 乾燥青紫蘇の製造方法
焼津水産化学工業株式会
社

35 乾燥食用紫菊の製造方法 株式会社　フタバ 78 干しいもの製造方法
タチバナペーパーウェアー
株式会社

36 食品の減圧乾燥方法 ハウス食品株式会社 79
ニンニクやタマネギ等の鱗茎菜におい
て残臭作用を除去するための処理方法

フランカ　レオ

37
水戻し乾燥食品の製造及び包装、並
びに使用方法

小河　進 80 枝豆とその製造方法 毛利食品株式会社

38 乾燥野菜及び乾燥果物 株式会社紀文 81 葉類加工食品及びその製法 庭野　七郎

39 乾燥野菜の貯蔵方法 南果産業株式会社 82 繊維質の野菜食材の加工法 塩原　豊作

40 即席乾燥食品の製造方法 千葉製粉株式会社 83 フレーク状食品の製造法 マルハ株式会社

41 本わさびの乾燥方法 株式会社セキネ 84 調味乾燥きのこの製造方法
社団法人長野県農村工業
研究所

42
フリーズドライ方法およびフリーズドライ
装置の真空加熱容器

日本エフデイ株式会社 85 硫黄化合物含有食品用脱臭剤の製法 株式会社エムアイテック

43 ステムレタスの加工法 塩原　豊作 以下１５点省略

乾燥野菜の製造加工方法　　　No.9763
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