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(本体価格)

No,9959 公開 平.14-平.17 76点 ￥21,000

No,9310 公開特許 平.9-平.13 73点 ￥16,800

No,8178 公開特許 平.3-平.8 65点 ￥23,700

No,7139 公開特許 昭.60-平2 60点 ￥21,300

No,10191 公開 平.18-平.19 82点 ￥25,700

No,9972B 公開 平.16-平.17 80点 ￥24,300

No,9972A 公開 平.14-平.15 71点 ￥17,800

No,9312 公開特許 昭.5-平.13 78点 ￥17,900

No,10249 公開 昭.5-平.19 100点 ￥33,000

No,10314 公開 平.18-平.20 76点 ￥26,600

No,9938 公開 平.15-平.17 74点 ￥22,200

No,9476 公開編 平.12 70点 ￥16,100

No,8828 公開特許 平.9-平.11 67点 ￥23,700

No,8166 公開特許 昭.5-平.8 76点 ￥25,500

No,10313 公開 平.18-平.20 73点 ￥25,600

No,9937 公開 平.15-平.17 73点 ￥21,900

No,9475 公開編 平.12 70点 ￥16,100

No,8890B 公開特許 平.8-平.11 64点 ￥25,000

No,8890A 公開特許 平.4-平.7 64点 ￥25,000

*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。
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1 レトルト白がゆの製造方法 キユーピー株式会社 38 静菌剤およびこれを用いた飲食品 味の素株式会社

2 レトルト白がゆの製造方法 キユーピー株式会社 39 加工糖質米 花王株式会社

3 レトルト白がゆ及びその製造方法 キユーピー株式会社 40 電子レンジ加熱用包装体
株式会社フジシールイン
ターナショナル

4 レトルト白がゆの製造方法 キユーピー株式会社 41
低付着性で耐老化性の米飯又は米飯
加工品及びその製造方法

独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構

5 レトルト白がゆの製造方法 キユーピー株式会社 42
電子レンジ加熱調理対応容器入り白
粥

東洋製罐株式会社

6 飲食品 キユーピー株式会社 43 焼米の調理方法および焼米製品 谷重  秀行

7 パウチ入り米飯添加用加工食品 キユーピー株式会社 44 複合加工米及びその製造法 菱沼  稔

8 卵白含有レトルト調理食品の製造方法 キユーピー株式会社 45
米アレルゲンタンパク質蓄積抑制剤お
よびアレルゲン低減化米

独立行政法人農業生物資
源研究所

9 あんかけ粥 味の素株式会社 46 炊飯米様食品 株式会社カネカ

10 品質改良粥 味の素株式会社 47 無菌加工米飯及びその製造法 菱沼  稔

11 米飯食品の製造方法 味の素株式会社 48
粳餅様食品の製造方法及びその供食
方法並びに粳餅様食品

株式会社  仁志

12 米飯及び米飯の製造方法 ハウス食品株式会社 49
発酵食品由来の有胞子性乳酸菌を含
有する乾燥食品

天野実業株式会社

13 米飯の製造方法 ハウス食品株式会社 50
インスタント特性及び調理適性に優れ
た米粉の製造方法、この方法で製造さ
れる米粉、及びこれを含むイン・・・

シージェイ  コーポレイショ
ン

14 米飯及び米飯の製造方法 ハウス食品株式会社 51 粥 牛島  政信

15 常温保存性食品の製造方法 ハウス食品株式会社 52 お粥米 有限会社コスモテック

16
加工米飯、加工米飯調理物および加
工米飯の製法

ヱスビー食品株式会社 53 苦味を除去した小豆粥の製造方法 シージェイ  コープ．

17
冷凍食品用凍結塊、冷凍食品、および
冷凍食品の製造方法

ヤヨイ食品株式会社 54 変色を防止したクルミ粥の製造方法
シージェイ  コーポレーショ
ン

18 粥類用乾燥米飯 和光堂株式会社 55 黒米発酵食品 石田  均司

19 袋入り流動食品 須藤  修 56
澱粉性食品用品質改良剤および易嚥
下加工食品の調製方法

株式会社フードケア

20 レトルト米飯及びその製造方法 江崎グリコ株式会社 57 粥の素 有限会社喜楽弁当

21
発芽させた玄米を有効成分として含有
する脂質吸収阻害食品

株式会社ファンケル 58 即席流動性米飯の素とその製造法。 池田  康浩

22
澱粉老化防止機能を有する穀類、及
びその製造方法

有限会社  ＩＰＥ 59 凍結米飯の製造方法 株式会社東洋製作所

23
汁と具材とを分離したレトルト食品の製
造方法及びその方法によって製造した
レトルト食品

サッポロビール株式会社 60 米加工食品の製造方法 高田  義昭

24
加工設備の静菌方法及び殺菌済流動
状物質の製造方法

ハウス食品株式会社 61 備蓄食糧品及びその炊飯方法 有限会社筑紫製作所

25 細口容器充填米飯食品 明治製菓株式会社 62 成型飯 戸田フーズ株式会社

26
味付け具材入り乾燥スープ粥の製造
方法

アサヒフードアンドヘルスケ
ア株式会社

63 レトルトがゆ キユーピー株式会社

27 米飯質改良剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

64 レトルトがゆ キユーピー株式会社

28
電子レンジ用米飯包装体およびその
製造方法

大日本印刷株式会社 65 米飯用添加剤及び米飯食品 キユーピー株式会社

29 レトルト米飯及びその製造方法 味日本株式会社 66 飲食品及び苦味マスキング剤 キユーピー株式会社

30
調理済み食品の長期保存用容器、長
期保存用食品、及び化学加熱装置付
き長期保存用調理済み食品

ホリカフーズ株式会社 67
粉末状組成物およびその製造方法、
ならびにこれを含有する食品組成物

キユーピー株式会社

31 お茶漬け、雑炊等の加工米飯 有限会社いとうや 68
複合体及びその製造方法、並びにそ
れを含有する食品

キユーピー株式会社

32 穀類加工食品及びその製造法 菱沼  稔 69 米飯の製造方法 ハウス食品株式会社

33 レトルト白がゆの製造法 キユーピー株式会社 70 高機能米の製造方法 安藤  年治

34 レトルト食品の製造方法 キユーピー株式会社 71 冷凍リゾットの製造方法 日本製粉株式会社

35
加熱凝固卵及びこれを原料として用い
た加工食品

キユーピー株式会社 72 塩味強化剤 株式会社ＡＤＥＫＡ

36 炊飯用添加剤 味の素株式会社 73 塩味強化剤 株式会社ＡＤＥＫＡ

37
複粒化した冷凍米飯及びその製造方
法

味の素株式会社 以下16点省略
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