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(税込価格) (本体価格)

￥２０，６８５－ ￥１９，７００－

￥２０，６８５－ ￥１９，７００－

￥３０，４５０ ￥２９，０００－

(本体価格)

No,7651 公開特許 昭.54-平.5 100点  ￥24,600

No,10168 登録・公開 平.18 - 19 79点 ￥26,400

No,9926       〃 平.16-17 76点  ￥21,300

No,9660       〃 平.14-15 65点  ￥15,600

No,9272       〃 平.12-13 64点  ￥14,700

No,8821       〃 平.10-11 58点  ￥20,000

No,8334       〃 平.8-9 56点 ￥19,700

No,7970 公告・公開 平.6-7 60点  ￥20,700

No,7655       〃 平.4-5 55点  ￥19,700

No,7357       〃 平.2-3 59点  ￥20,000

No,6779       〃 昭.63-平.1 84点  ￥26,400

No,6176       〃 昭.58-62 113点  ￥32,800

No,7374(A) 公開特許 昭.48-平.3 63点  ￥23,300

No,〃  (B)       〃 昭.59-平.3 52点  ￥19,700

No,7666(A)       〃 昭.59-平.5 75点  ￥24,700

No,〃  (B)       〃 昭.59-平.5 37点  ￥13,400

No,7667       〃 昭.62-平.5 75点  ￥24,700

No,7714       〃 昭.59-平.5 84点  ￥23,700

No,7718       〃 昭.59-平.5 84点  ￥26,000

No,7770       〃 昭.62-平.6 69点  ￥21,300
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。

（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

昆布の加工方法と製品

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

ふりかけ類の製造加工方法

天然だしの素の製造加工方法

昆布巻加工食品とその製造方法

魚肉フレーク食品の製造加工方法

魚骨加工食品の製造加工方法

水産物コピー食品の製造加工方法

昆布巻加工食品とその製造方法
[公開編]平成6年～平成20年（15年間）　　78点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３９２

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

ヒジキ・モズクの処理加工方法

トコロテンの処理加工方法

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

塩辛類の製造加工方法

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

http://www.itdc-patent.com/


1 薄皮体の具物巻き装置 有限会社多貨邑精密 38 子持ち昆布食品の製造方法。 味の素株式会社

2 巻飯の製造方法 榮屋株式会社 39 乾燥昆布の加工法 網川  一夫

3 エビ加工食品 有限会社松月 40
白身魚の巻きずしおよびその作製方
法

小川  貴志

4 昆布巻製造装置 西藤  孝夫 41
可食性紐及びその製造方法並びに可
食性紐からなる食品用結紮材

プリマハム株式会社

5 昆布加工品の製造方法 有限会社漁師の手作り 42
食品の原材料の型崩れ防止剤及び食
品の原材料の食感保持剤、これらが添
加されている食品の原材料、並び・・・

伊那食品工業株式会社

6 藻類入り加工食品およびその製造法 熊本県 43 味付け煮込み昆布の製造方法 三浦  篤

7 昆  布 株式会社スギヨ 44 漬け込み食品の製造方法 松下電器産業株式会社

8 昆布を付着した食品 株式会社スギヨ 45 干瓢結び機械 株式会社ユーコム

9 昆布巻 黄金屋販売株式会社 46
生イカの足からなる成形食材及びその
製法並びにその用途

株式会社陽樹

10 紐の結束機 東洋技術センター株式会社 47 調理管理装置 小野食品興業株式会社

11 たれの製造方法 株式会社サッポロ巻本舗 48
だし抽出用昆布の製造方法及びそれ
を用いた昆布加工食品

フジッコ株式会社

12 冷凍または冷蔵した練製品の製造法 味の素株式会社 49
海藻類の防腐処理方法、防腐処理し
た海藻類の加工食品、梅塩の製造方
法、並びに海藻類及び梅を利用…

株式会社事業創造研究所

13
卵蛋白を含有するコラーゲンおよびそ
の製法

ニッピコラーゲン工業株式
会社

50 昆布巻き製品の製造方法 フジッコ株式会社

14 魚貝類の惣菓製造方法 株式会社鮎家 51
畜肉練り製品及びその製造方法並び
に畜肉練り上げ装置

株式会社ムッターハム

15
植物性食物繊維を含有するコラーゲン
製品

ニッピコラーゲン工業株式
会社

52 昆布風味増強方法 協和醗酵工業株式会社

16 昆布加工品の製造方法 有限会社漁師の手作り 53
昆布加工食品、その製造方法及び製
造装置

丸弘水産株式会社

17 冷凍加工品の製造方法 株式会社サッポロ巻本舗 54 冷凍結び用干瓢の製造方法 山崎  裕康

18 がごめ昆布加工品の製造方法 有限会社漁師の手作り 55 昆布じめ鮨 フルタフーズ株式会社

19 牛たん加工食品およびその製造方法 佐藤  良爾 56 調味用酢および調味用酢の製造方法 相川  美知代

20 昆布巻及びその製造方法 株式会社ノムラフーズ 57
調味用たれおよび調味用たれの製造
方法

相川  美知代

21 昆布加工食品の製造法 安田食品工業株式会社 58 昆布の巾着包みの製造方法 かねはる食品株式会社

22
結び昆布の製造方法及びその製造装
置

本間  一夫 59 冷凍昆布巻およびその製造方法 株式会社極洋

23
コラーゲン質の紐を用いた食品の製造
方法

ニッピコラーゲン工業株式
会社

60 昆布乾燥シートの製造方法 坂本  宏

24 根こんぶこぶまき 不二食品株式会社 61 惣菜用昆布 かねはる食品株式会社

25
飲食物の塩から味及び／又は旨味増
強方法

株式会社林原生物化学研
究所

62 金粉または銀粉入り食品および嗜好品 齋藤  英孝

26
昆布のしわのし方法及びそのしわのし
装置

本間  一夫 63 かんぴょうの調理方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

27 紐結び装置および紐結び方法 中村  英滋 64 寿司の製造および流通システム 内田  雄一朗

28
吸液性食品入り密封容器詰食品の製
造方法

東洋製罐株式会社 65 生昆布の処理法 株式会社ナード研究所

29 秋刀魚昆布巻の製造方法 早野商事株式会社 66 包装容器 井和工業株式会社

30 惣菜類の保存方法 三菱瓦斯化学株式会社 67 寿司 株式会社若菜

31 トレハロース高含有シラップ
株式会社林原生物化学研
究所

68
昆布加工食品及び昆布加工食品の製
造方法

和山  藤男

32 加熱調理殺菌装置 小野食品興業株式会社 69 昆布穿孔装置 藤本  匡俊

33 加熱調理殺菌装置 小野食品興業株式会社 70 昆布巻食品 かね七株式会社

34 乾燥昆布の製造方法 マルキチ食品株式会社 71 昆布巻 有限会社浜浦水産

35 結束状食品
株式会社比叡ゆば本舗ゆ
ば八

72 魚加工品 オーシャンフーズ株式会社

36 海藻製品の製造方法 味の素株式会社 73 魚貝類の味醂粕漬食品 株式会社  北郷

37 昆布製縁起物 山  根  絢  子 以下5点省略

昆布巻加工食品とその製造方法　　　No.10392

[公開編]　　平成6年～平成20年（15年間）　　　　78点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥20,685    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥20,685　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥30,450　）
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