
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， １０１３２ 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！

低臭納豆加工食品の製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成９年～平成１８年（１０年間） ９３点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２９，２９５－ ￥２７，９００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２９，２９５－ ￥２７，９００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４３，０５０－ ￥４１，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,10026 登録・公開 納豆の製造加工方法 平.18 86点 ￥26,700
No,9898 〃 〃 平.17 71点 ￥21,300
No,9765 〃 〃 平.16 72点 ￥16,500
No,9631 〃 〃 平.15 66点 ￥15,200
No,9432 〃 〃 平.14 61点 ￥14,000
No,9244 〃 〃 平.13 60点 ￥15,000
No,9026 〃 〃 平.12 60点 ￥19,600
No,8800 〃 〃 平.11 61点 ￥19,800
No,8583 〃 〃 平.10 52点 ￥18,200
No,8069 公告・公開 〃 平.7-8 69点 ￥23,800
No,7772 〃 〃 平.5-6 71点 ￥24,500
No,7508 〃 〃 平.4 57点 ￥19,700
No,7338 〃 〃 平.3 60点 ￥21,000
No,7109 〃 〃 平.2 58点 ￥19,800
No,6739 〃 〃 昭.63-平.4 73点 ￥22,700
No,6136 〃 〃 昭.61-62 78点 ￥23,400
No,10131 公開特許 納豆菌利用健康食品の製造方法 平.16-18 75点 ￥24,700
No,9748 〃 〃 平.11-15 100点 ￥23,700
No,8620 〃 〃 平.5-10 87点 ￥23,800

*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 納豆餅とその製造方法 ピラミッド・オフィス有限会社 39 ペースト状納豆及びその製造方法 あづま食品株式会社

2
ウインナー形態の納豆食品及びその
製造方法

株式会社丸美屋 40 からし納豆食品の製造法 濱田　正喜

3 練り納豆の製造法。 川村　正敏 41 納豆との組み合せ食品 ひげた食品株式会社

4 ニンニク入り納豆の製造方法 株式会社保谷納豆 42 麦とろ納豆 大山豆腐株式会社

5 粉末なっとう 内野　君男 43
手軽に食べられる「麦とろ納豆ごはん
の素」

有限会社道企画

6 納豆のつつみ揚げ 株式会社ハチテイ 44 納豆臭の除去方法及び納豆 株式会社銘葉

7 納豆のつつみ揚げ 株式会社ハチテイ 45 納豆の製造方法
くめ・クオリティ・プロダクツ
株式会社

8 大豆発酵食品素材及びその製造方法 磐田化学工業株式会社 46
血栓溶解酵素及び粘質物を多量に生
産する納豆菌株、その取得方法及び
それを用いて製造した納豆

株式会社丸美屋

9 納豆食品 長島　敬志 47
ミネラル増強食品の製造法及びその食
品

朝倉　松次

10 納豆の製造法 麒麟麦酒株式会社 48 加工食品および食品加工方法 大和薬品株式会社

11 冷凍式粉末納豆製造法 川又　弘 49
海洋深層水を使用した納豆の製造方
法及び同納豆

株式会社タナカショク

12 納豆加工糖菓の製造法 藤原　康男 50
アイスクリーム様納豆冷菓及びその製
造方法

あづま食品株式会社

13 納豆含有粘稠食品およびその製造法
くめ・クオリティ・プロダクツ
株式会社

51 納豆末を用いた腸内活性化食品 株式会社ユニカフェ

14 納豆加工食品及びその製造方法 タカノフーズ株式会社 52 香りのよい納豆およびその製造方法 旭松食品株式会社

15 納豆加工食品及びその製造方法 タカノフーズ株式会社 53 そばとろ納豆 大山豆腐株式会社

16 菓子の製造方法 池谷　大正 54 ねぎ入り納豆 大山豆腐株式会社

17 納豆の製造方法 マルカワ食品株式会社 55
保健用基礎食品および複合健康増進
食品

有限会社　健康百二十才

18
高粘性大豆発酵食品素材及びその製
造方法

磐田化学工業株式会社 56
真空凍結乾燥納豆の食感改良方法及
びスナック食品

旭松食品株式会社

19 納豆用マスタード ヱスビー食品株式会社 57 納豆の食品 津久田　喜代枝

20
錠剤状、およびカプセル状の納豆菌産
生物含有食品

霜出　義輝 58 畜肉の匂いを有する魚介エキス マルトモ株式会社

21 納豆加工食品 森　文男 59
モズク加工品または納豆加工品とその
製造方法

金城　盛彦

22 納豆加工食品 森　文男 60 納豆の加工食品 越智　猛夫

23 納豆せんべいの製造方法 山崎製パン株式会社 61 納豆より分離した除粘納豆の利用法 越智　猛夫

24 納豆の製造方法 ゴールド興産株式会社 62
乾燥納豆食品の製造方法及び乾燥納
豆食品

宮坂醸造株式会社

25
オカラと醗酵納豆を混合した即席食品
及びその製造方法

アサヒ食品工業株式会社 63 納豆加工食品 河原　潤

26 ドライ納豆食品
株式会社アヅマ・コーポ
レーション

64 高栄養価のある納豆食品の製造方法 有限会社　ハス商会

27 味噌 森　文男 65 納豆磯辺包み 小浅商事株式会社

28
笹より分離した納豆菌及びその他の類
似菌株を使用して製造した笹納豆

大山豆腐株式会社 66
皮付きドライ納豆加工品およびその製
法

長島　敬志

29 納豆菓子および製造方法 大和薬品株式会社 67 味染み納豆の製造方法 齋藤　照雄

30 短鎖分岐脂肪酸非生産納豆菌
株式会社ミツカングループ
本社

68 燻製納豆およびその製造方法
くめ・クオリティ・プロダクツ
株式会社

31 納豆加工食品 森　文男 69 凍結乾燥納豆を含有する機能性食品
株式会社アヅマ・コーポ
レーション

32 ヘルシー飲食品又はその材料 太田　敏行 70 ウコン粉末加工食品 佐藤　実

33 からし納豆食品の製造法 濱田　正喜 71 卵納豆 株式会社ヤマダフーズ

34 ムレ臭減感ないし非感納豆
株式会社ミツカングループ
本社

72
顆粒状大豆加工食品及びその製造方
法

古谷乳業株式会社

35 納豆及び納豆の製造方法
株式会社ミツカングループ
本社

73 燻製風味納豆およびその製造方法
くめ・クオリティ・プロダクツ
株式会社

36 納豆加工食品 森　文男 74
納豆を原料とする発酵処理品の製造
法、発酵処理品及びその利用法

越智　猛夫

37 味噌 森　文男 75 納豆加工食品及びその製造法 大山豆腐株式会社

38 納豆加工食品 森　文男 76 納豆入り菓子 高塚　多美子
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