
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)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10170 登録・公開 平.18 - 19 91点 ￥27,700

No,9925       〃 平.16-17 81点  ￥23,000

No,9659       〃 平.14-15 74点  ￥16,500

No,9271       〃 平.12-13 70点  ￥15,700

No,8823       〃 平.10-11 66点  ￥21,400

No,8333 公告・公開 平.8-9 57点 ￥19,800

No,7971 公開特許 平.6-7 56点  ￥19,700

No,7618       〃 平.4-5 76点  ￥21,800

No,7300       〃 平.2-3 72点  ￥20,700

No,6135       〃 昭.61-62 73点  ￥20,700

No,7714       〃 昭.59-平.5 84点  ￥23,700

No,7718       〃 昭.59-平.5 84点  ￥26,000

No,7783       〃 昭.63-平.6 74点  ￥24,700

No,6393       〃 昭.53-62 72点  ￥23,400

No,7374(A)       〃 昭.48-平.3 63点  ￥23,300

No,〃　(B)       〃 昭.48-平.3 52点  ￥19,700

No,7663       〃 平.3-5 56点  ￥19,600

No,7274       〃 平.1-2 57点  ￥19,600

No,6477       〃 昭.61-.63 66点  ￥19,700

No,8294       〃 平.5-8 62点  ￥21,800

*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：〒

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

天然だしの素の製造加工方法

寒天ゲル食品の製造加工方法

               〃

               〃

               〃

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

貝類の加工方法と製品

               〃

               〃

               〃

ふりかけ類の製造加工方法

               〃

               〃

               〃

               〃

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

               〃

               〃

海苔の加工方法と製品
[登録・公開編]平成20年～平成21年（2年間）　　64点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４５８

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

海苔の加工方法と製品

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

焼きおにぎりの製造加工方法

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

※料金には別途送料がかかります。

ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

所属部署名

担当者名



1 海苔焼釜装置
ベルスリーニシハツ株式会
社

42
イカ切込（塩辛）等を活用したフリカケ
食品

夏堀　正雄

2 略円柱状巻物用包装 稲葉　剛士 43
手巻きお握りおよび手巻きお握り用海
苔包装袋

ベンダーサービス株式会社

3 ソフトな中間水分食品の製造方法
社団法人宮崎県ジェイエイ
食品開発研究所

44 藻類由来のＡＭＰデアミナーゼ 国立大学法人　筑波大学

4 四角包装した包装三角おにぎり 鈴木　允 45
多孔食品の製造方法及びこの方法に
より製造された多孔食品

株式会社福井

5
乾海苔製造プロセスにおける紫外線殺
菌方法及び外部照射型の紫外線殺菌
装置

株式会社日本フォトサイエ
ンス

46 包装円錐状飯 鈴木　允

6 焼海苔 株式会社まる浪 47
海藻食品の製造方法及びこの方法に
より製造された海藻食品

株式会社福井

7 微粉末海苔を用いた便秘改善剤 株式会社鍵庄 48 包装飯塊 鈴木　允

8 海苔黒酢健康食品 株式会社朝くら 49 包装円錐状飯 鈴木　允

9 お握りの製造方法 日本デリカフーズ協同組合 50
成形米飯食品包装用シート体および
包装付き成形米飯食品

株式会社カナオカ

10
海苔微小片から異物を除去する装置
および異物を除去する方法

株式会社永谷園 51
成形米飯食品包装用シート体および
包装付き成形米飯食品

株式会社カナオカ

11 海藻類の脱臭方法 理研食品株式会社 52 乾燥海藻製造方法 有限会社ワタエー

12 シート状食品の供給装置 鈴木　允 53 海苔の調味液塗布方法及び塗布装置 鈴木　允

13 シート状食品の供給装置 鈴木　允 54 海苔の調味液塗布装置 鈴木　允

14 トッピング用焼き海苔 株式会社乾物市場 55 海苔の調味液塗布装置 鈴木　允

15 海苔発酵食品及びその製造方法 国立大学法人　熊本大学 56
シート状味付け海苔、その製造法及び
海苔巻きむすび

キッコーマン株式会社

16 調理食品の製造方法 広島県 57 包装棒状食品及び包装シート 鈴木　允

17 海苔の容器 藤平　伊佐男 58 海苔シートの打ち抜き装置 スケーター株式会社

18 ソフト海苔ふりかけ及びその製造方法 株式会社なだや 59 海苔の連接方法及びその装置 鈴木　允

19 海苔を用いた糖尿病治療剤 国立大学法人　熊本大学 60 異物検出装置及びその方法 国立大学法人佐賀大学

20
海苔茶及びその製造方法並びに海苔
茶飲料

池田　吉康 61
薬用効果をを有する水産加工食品海
苔

森田　靖正

21
γ－アミノ酪酸含有食品素材の製造
方法

株式会社永谷園 62 海苔シート 多田　和子

22 シート状食品の供給装置 鈴木　允 63 副食付き包装飯塊 鈴木　允

23 シート状食品の供給装置 鈴木　允 64 副食付き包装飯塊 鈴木　允

24 袋包装食品の口部シール装置 鈴木　允

25 経口育毛剤及び育毛用経口組成物 ライオン株式会社

26 鶏用飼料、機能性鶏卵及び強健鶏 佐賀県

27 嚥下性に優れた食品及び調味料 ブンセン株式会社

28 コンニャクの利用方法 昭和商事株式会社

29 包装巻寿司及び包装シート 鈴木　允

30 模様付き板海苔 株式会社山徳

31 刻み海苔製造方法及び装置 有限会社　日達海苔店

32 包装飯塊 鈴木　允

33 包装飯塊 鈴木　允

34
襠付き袋の製袋装置及び物品包装方
法

鈴木　允

35 海苔を含む機能性食品 通宝海苔株式会社

36 海苔連接装置及び海苔の連接方法 鈴木　允

37
生理活性物質を濃縮した海藻由来製
品素材及びその製造方法及び海藻由
来製品

国立大学法人　北海道大
学

38
複数種類の具材を包容する加工食品
の製造方法

稗田　冨美男

39 乾燥海藻の製造方法とその製造装置 香取　義重

40
焼海苔の製造方法およびその方法に
より製造された焼海苔

株式会社白子

41
血糖値を上げない低塩分に適した佃
煮

株式会社桃屋 以上64点収録

海苔の加工方法と製品　　　No.10458

[登録・公開編]　　平成20年～平成21年（2年間）　　　　64点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）


