
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜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！

(税込価格) (本体価格)

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥３７，８００－ ￥３６，０００－

(本体価格)

No,9895 公開 ピザ・パイの製造方法 平.10-平.16 100点 ¥27,700

No,8459A 〃 　　　　　〃 平.7-平.9 51点 ¥19,800

No,7903A 〃 　　　　　〃 平.4-平6 42点 ¥17,300

No,7339A 〃 　　　　　〃 昭.62-平.3 57点 ¥21,000

No,10005 〃 お好み焼きの製造方法 平.10-平.17 100点 ¥30,000

No,8459B 〃 　　　　　〃 平.7-平.9 46点 ¥18,200

No,7903B 〃 　　　　　〃 平.4-平.6 50点 ¥19,800

No,7339B 〃 　　　　　〃 昭.62-平.3 59点 ¥21,400

No,10256 〃 冷凍パン生地の製造方法 平.17-平.19 93点 ¥30,000

No,9892 〃 　　　　　〃 平.13-平.16 70点 ¥25,300

No,9207 〃 　　　　　〃 平.10-平.12 71点 ¥25,300

No,8462 〃 　　　　　〃 平.8-平.9 63点 ¥25,500

No,8028 〃 　　　　　〃 平.6-平.7 67点 ¥23,300

No,7644 〃 　　　　　〃 平.4-平.5 75点 ¥28,900

No,7367 〃 　　　　　〃 平.2-平.3 72点 ¥24,000

No,6784 〃 　　　　　〃 平.63-平.1 80点 ¥26,700

No,10248 〃 ヘルシー・パンの製造加工方法 平.5-平.19 100点 ¥33,000

No,9889 〃 菓子パンの製造加工方法 平.7-平.16 100点 ¥28,700

（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：〒

※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      

ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４０９

お   申   込   書

ピザ・パイの製造方法
[公開編]平成17年～平成20年（4年間）　　80点

担当者名

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎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

会社名

所属部署名



1
冷凍用ピザクラスト、その製造方法およ
び品質改良剤

株式会社片山化学工業研
究所

34 ピザクラストの製造法 不二製油株式会社

2
過剰栄養分のエネルギー代謝を阻害
する複合食品

ワシ興産株式会社 35
個人用ピザ作り手順とそれに使用する
道具

ジアンルカ  スタフィソ

3
生地ベースおよび焼いた製品に使用
するための大豆由来の材料を脱フレー
バー化する方法

クラフト・フーヅ・ホールディ
ングス・インコーポレイテッド

36 食品生地の製造方法 伊藤  修二

4 ピザライスの製造方法 鈴木  喜作 37
ベジタブルクラフト及びその製造法及
びベジタブルクラフトを使用した新たな
る食品。

藤井  恵

5 薄型加工餅 柳澤  賢一 38 食物繊維含有食品 不二製油株式会社

6 包装食品と食品の包装調理方法 赤松化成工業株式会社 39
澱粉含有食品の吸水抑制剤及びそれ
が含まれた澱粉含有食品

伊那食品工業株式会社

7 包装食品と食品の包装調理方法 赤松化成工業株式会社 40 冷凍パン生地及びこれを用いたパン キユーピー株式会社

8 包装食品と食品の包装調理方法 赤松化成工業株式会社 41
全栄養成分に栄養補助食品を使わな
いで、すべて食品で組み合わせた加
工食品及びその製造方法

楠瀬  登

9 シート状食品用ミックス粉 味の素株式会社 42 固形食品 日清フーズ株式会社

10 シート状米飯の製造方法 味の素株式会社 43
油脂を含む多層焼菓子又は揚げ菓子
及びその製造法

松谷化学工業株式会社

11 電子レンジ用トレイ及び食品包装体 雪印乳業株式会社 44 餅ピザ 株式会社サンライズデリカ

12 加工食品 富山蒲鉾株式会社 45 冷凍ピザ生地 鳥海  裕美

13
練りシート生地とそれを用いた包み食
品、および練りシート生地の製造方法

株式会社両双 46 ピザクラストの製造法 不二製油株式会社

14
可食性発色フィルムセット及び被加熱
食品の発色方法

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

47
冷凍ピザ生地の製造方法、それにより
得られる冷凍ピザ生地包装体及びそ
れを用いたピザの製造方法

株式会社ジェーシー・コム
サ

15 油脂含有保存食品の製造方法 小野食品興業株式会社 48 ムチン含有水溶液の製造方法 葛生  幹夫

16 食品用品質改良剤 昭和産業株式会社 49 加工食品用原料粉 山本  由美

17 ピザ類の製造法 日清製粉株式会社 50 食品の製造方法 株式会社ニチレイフーズ

18
ナポリタイプピザクラスト及びその製造
方法並びにナポリタイプピザ

日本製粉株式会社 51
ピザ生地の成形装置及びこの成形装
置を使用したピザ生地の成形方法

日清フーズ株式会社

19 ピザ類の製造方法 日清製粉株式会社 52
澱粉含有食品の製造方法及び澱粉含
有食品改質用の酵素製剤

味の素株式会社

20
ピザ生地の整形方法及びそれに用い
るピザ生地整形用具

日本製粉株式会社 53
食料製品の貯蔵および電子レンジ加
熱用の包装システム

クラフト・フーヅ・ホールディ
ングス・インコーポレイテッド

21
ピザ生地及びその製造方法並びにピ
ザ及びその製造方法

有限会社ブルーノ 54 ミートスプレッドの製造方法 プリマハム株式会社

22
ピザソース塗り機及びピザパイ製造シ
ステム

伊藤ハム株式会社 55 加工食品の製造方法 葛生  幹夫

23 ピザ類の穿孔用器具 日清製粉株式会社 56 加熱加工食品 新田ゼラチン株式会社

24 電子レンジ調理用食品 味の素株式会社 57 衛生薄葉用紙 大王製紙株式会社

25
調味料組成物及びその製造方法及び
該調味料組成物を用いてなる呈味改
善された飲食品類

東和化成工業株式会社 58 電子レンジ調理可能な食料製品
クラフト・フーヅ・ホールディ
ングス・インコーポレイテッド

26
各種模様を有する食品およびその製
法

ヱスビー食品株式会社 59
ベークされた電子レンジ用冷凍パンお
よびベーカリー製品

クラフト・フーヅ・ホールディ
ングス・インコーポレイテッド

27 食品用素材
株式会社日清製粉グルー
プ本社

60
食料製品の貯蔵および電子レンジ加
熱用の包装方法

クラフト・フーヅ・ホールディ
ングス・インコーポレイテッド

28 食品用改良剤
株式会社紀文フードケミ
ファ

61
油脂組成物で被覆された菓子又はパ
ンの製造法。

不二製油株式会社

29
パン用小麦粉及びそれを用いたパン
類

独立行政法人農業・生物系
特定産業技術研究機構

62
酵素処理風味材及びこれを使用する
パン類の製造法

不二製油株式会社

30 加工食品の製造方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

63 シート状フライ食品及びその製造方法 日本製粉株式会社

31 水中油型乳化油脂組成物 太陽油脂株式会社 64 小麦粒パン類の製造方法
株式会社日清製粉グルー
プ本社

32 パン生地改良剤 株式会社カネカ 65
βグルカンを高濃度に含有する麦顆
粒

熊本製粉株式会社

33 ピザクラストの製造方法及び冷凍ピザ 明治乳業株式会社 以下15点省略

ピザ・パイの製造方法　　　No.10409

[公開編]　　平成17年～平成20年（4年間）　　　　80点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,200    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,200　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）




