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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！

(セットＡ) ぎょうざの製造方法
(セットＢ) ぎょうざの製造装置

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[公開編] 平成１１年～平成１６年（６年間）

（セットＡ）９９点 （セットＢ）７６点
◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２９，０８５－ ￥２１，６３０－(抄録版付) （全て税込価格）
◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２９，０８５－ ￥２１，６３０－

（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４３，０５０－ ￥３１，５００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8724(A) 公開特許 ぎょうざの製造方法 平.6-10 70点 ￥25,600
No,7686(B) 〃 〃 平.2-5 66点 ￥22,800
No,8724(B) 〃 ぎょうざの製造装置 平.6-10 57点 ￥20,800
No,7686(C) 〃 〃 平.2-5 61点 ￥21,700
No,7686(A) 公告特許 ぎょうざの製造方法と製造装置 平.2-5 44点 ￥19,500
No,6882 公告・公開 〃 昭.62-平.1 77点 ￥24,700
No,9335 公開特許 春巻の製造方法 平.5-13 87点 ￥20,400
No,9206 〃 小麦粉皮製品加工方法 平.5-12 68点 ￥24,500
No,8899 〃 かき揚げの製造加工方法 平.2-11 87点 ￥30,000
No,9416 〃 コロッケの製造加工方法 平.4-13 84点 ￥19,400
No,9417 〃 ピラフ・チャーハンの製造加工方法 平.4-13 82点 ￥19,200
No,9422 〃 炒飯調理装置の構造 平.4-13 82点 ￥18,800
No,9423 〃 惣菜調理装置の構造 平.4-13 67点 ￥15,400
No,9092 〃 ハンバーガー調理装置 平.9-12 58点 ￥23,400
No,8141 〃 〃 平.5-8 79点 ￥34,400
No,9334 〃 オムレツの製造加工方法 平.5-13 82点 ￥19,700
No,9729 〃 フライ済み冷凍食品製造加工方法 平.12-13 66点 ￥15,100
No,8841 〃 〃 平.10-11 67点 ￥23,500
No,8378 〃 〃 平.8-9 69点 ￥24,700
No,8022 〃 〃 平.6-7 56点 ￥23,700
No,7629 〃 〃 平.3-5 67点 ￥25,900
*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。



1
食品用打ち粉およびそれを用いた麺
類の製造方法

昭和産業株式会社 1 流動体供給装置 株式会社ケイセブン

2 餃子様食品 竹下　金明 2 食品整列装置 サン・プラント工業株式会社

3 餃子 株式会社谷食糧 3 餃子成形装置 トーセー工業株式会社

4 冷凍食品 旭化成工業株式会社 4 包あん器 田村　篤則

5 小麦粉製品 旭化成工業株式会社 5 春巻きの具の秤量装置 東亜工業株式会社

6
餃子用トレー並びにこれを用いた餃子
の製造方法

株式会社点心之家 6 薄焼食品製造装置 トーセー工業株式会社

7
電子レンジ用トッピング組成物及び冷
凍食品並びにその製造方法

株式会社ニチレイ 7 外皮で覆われた食品の製造装置 大英技研株式会社

8 加工肉製品 雪印乳業株式会社 8 食品の皮包み機 株式会社ソフテック

9
豚肉と魚肉を含有する餃子および調
理方法

二宮　千鶴 9 芯材入りロール食品の製造装置 トーセー工業株式会社

10 冷凍食品の離水防止剤
ニッピコラーゲン工業株式
会社

10 蒸煮装置 株式会社　フジキ食品

11 餃子食材セット 小林　清次 11
具材の定量分割装置及び具材の定量
分割方法

株式会社ニチレイ

12 穀粉加工製品 旭化成工業株式会社 12 具材定量供給装置 日本水産株式会社

13
調理加工食品の物性改良剤および／
または物性保持剤

昭和産業株式会社 13
油揚げ機及びこの油揚げ機を使用し
て餃子、焼売等食品を調理する調理
方法

ホシザキ電機株式会社

14 含気包装食品及びその製造法 マルハ株式会社 14
薄板状乾燥食品の容器への自動供給
装置

雪印乳業株式会社

15
唐辛子を含有する餃子、シュウマイ等
の皮並び　に製造方法

山下　洋子 15 餃子及びその製造方法 八洋食品株式会社

16
冷凍食品の調理方法、調理補助器
具、冷凍食品

ヤヨイ食品株式会社 16 餃子焼方法及び餃子焼機 タニコー株式会社

17 包餡食品 雪印乳業株式会社 17 成形食品の製造方法 味の素株式会社

18 包み揚げスナック食品の製造方法 大輝畜産株式会社 18 押出機
日清エンジニアリング株式
会社

19 包装容器入り食品 株式会社ミスタークラフト 19 連続式餃子焼蒸調理装置 株式会社宇賀神製作所

20 食肉臭がマスキングされた食品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

20 湿状食品のパッケージ方法 カメヤ食品株式会社

21 蒸しいか餃子とその製造方法 峰町東部漁業協同組合 21 餃子製造装置 ジャホマ株式会社

22 包あん食品用外皮材及び包あん食品 杉野　哲也 22 ギョーザの包み具 申華　慶豪

23 蛋白系加熱調理食品の品質改良剤 昭和産業株式会社 23 食品の焼成機 大英技研株式会社

24
冷凍保存用または冷蔵保存用ぎょうざ
の皮の改質剤組成物、及びこれを用い
た冷凍保存用・・・

第一工業製薬株式会社 24 皮状食品の製造方法及び製造装置 大英技研株式会社

25
成形冷凍食品及びこれを含有してなる
食品

鐘淵化学工業株式会社 25 ワンタン製造装置 大英技研株式会社

26 麺皮類食品の製造方法 鳥越製粉株式会社 26 連続加液混合装置 日本製粉株式会社

27 納豆ぎょうざ 高橋　政子 27 食品成型方法および装置 日本水産株式会社

28 チーズロースト餃子の製造法 吉川　広子 28 ワンタン製造装置 日清食品株式会社

29
蛋白素材を含有する食品又は飼料の
保存性を向上させた製造方法とそのた
めの食品又は飼料の添加組成物

株式会社ニチロ 29 家庭用製餃子機 重光　孝昭

30 内包食品の製造法 不二製油株式会社 30
蒸し焼き食品の温蔵方法及び温蔵装
置

味の素株式会社

31 冷凍食品及びその製造方法 雪印乳業株式会社 31 食品の焼成装置 大英技研株式会社

32 焼き済み餃子の処理方法 味の素株式会社 32
餃子製造機における具材の計量充填
装置

株式会社金竜食品産業

33 舞茸混合加工食品の製法 株式会社エスト 33 一口ぎょうざとその製造方法 東亜工業株式会社

34 油ちょう用食品 森永製菓株式会社 34 一口ぎょうざの製造装置 東亜工業株式会社

35 麺帯利用食品類及びその製造方法 味の素株式会社 35 餃子成型装置 味の素株式会社

36 餃子の皮およびその製造方法 松島　由美子 36 包皮食品製造装置における麺皮移し替大英技研株式会社

37 加工食品の日持ち向上方法 プリマハム株式会社 37 三角包皮食品の製造方法とその装置 大英技研株式会社

38 舞茸混合加工食品の製法 株式会社エスト 38 多重折り重ね包皮食品の製造装置 大英技研株式会社

以下６１点省略 以下３８点省略

　　　　　　　　　　　　　 (セットA)　ぎょうざの製造方法

セットA[公開編]　平成11～平成16年（6年間）　99点　  CD-ROM版　　￥29,805　Ｂ５製本版　 ￥29,805　一括購入　￥43,050 （全て税込価格）

セットB[公開編]　平成11～平成16年（6年間）　76点　  CD-ROM版　　￥21,630　Ｂ５製本版　 ￥21,630　一括購入　￥31,500  　　　 　 　　　　　

(セットA) (セットB)

　　　　　　(セットB)　ぎょうざの製造装置　　No.9894




