
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,10581 公開特許 平.13-平.22 100点 ￥30,000

No,10311       〃 平.19-平.20 65点 ￥24,800

No,10051       〃 平.17-平.18 69点 ￥23,700

No,9796       〃 平.15-平.16 67点 ￥16,800

No,9467       〃 平.13-平.14 68点 ￥15,800

No,10349B       〃 平.15-平.20 73点 ￥25,000

No,10349A       〃 平.9-平.14 75点 ￥25,000

No,10350B       〃 平.16-平.20 70点 ￥24,800

No,10350A       〃 平.9-平.15 64点 ￥24,800

No,10084       〃 平.12-平.18 71点 ￥24,800

No,10233       〃 平.15-平.19 76点 ￥35,000

No,9525       〃 平.5-平.14 85点 ￥19,700

No,10004       〃 平.11-平.17 82点 ￥29,400

No,9944       〃 平.14-平.17 73点 ￥21,900

No,9316       〃 平.9-平.13 67点 ￥16,800

No,9318       〃 平.5-平.13 71点 ￥18,000

No,9800       〃 平.13-平.16 76点 ￥19,700

No,10361       〃 平.11-平.20 100点 ￥30,000

No,10009       〃 平.11-平.17 80点 ￥27,700

*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：〒

鍋物用つゆの製造加工方法

削り節の製造加工方法

カツオ風味調味料の製造加工方法

醤油粕の処理・再利用方法

炊き込みごはんの素の製造方法

               〃

麺つゆ類の製造加工方法

焼肉のたれの製造加工方法

               〃

               〃

               〃

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

即席味噌汁の製法とその具材

               〃

減塩醤油の製造加工方法

パスタソースの製造加工方法

ラーメン用スープの素

               〃

               〃

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

和風ドレッシングの製造加工方法
[公開編]平成13年～平成22年（10年間）　　75点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６１５

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

※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。］

お   申   込   書

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

レトルト食品用調味液の組成

担当者名

所属部署名



1
コンニャク芋の製粉であるコンニャク
粉、又は、精製グルコマンナンを含有
させる事によって粘性を持たせ・・・

塩田  高久 35
機能性マヨネーズ様調味料またはド
レッシング

株式会社ファーマフーズ

2 乳化組成物 鐘淵化学工業株式会社 36 血中アディポネクチン濃度増加剤
日清オイリオグループ株式
会社

3 ドレッシング類及びその製造法 不二製油株式会社 37 液状調味料包装体 キユーピー株式会社

4 わさび風味のドレッシング様調味料 日本食研株式会社 38
焼酎粕抽出残渣又は焼酎粕抽出物を
含有する美白剤及びチロシナーゼ阻
害剤

上岡  龍一

5 ドレッシング 日清製油株式会社 39 食品用改良剤
株式会社紀文フードケミ
ファ

6 柑橘類のドレッシングとその製造方法 株式会社濱田屋本店 40
ドレッシングの製造方法及びドレッシン
グ

有限会社フミ

7 流動物の攪拌方法及び攪拌装置 雪印乳業株式会社 41 α－リポ酸
株式会社クレッセンドコーポ
レーション

8 分離液状ドレッシング 伊那食品工業株式会社 42 豆腐を含有するドレッシング 株式会社斎藤商事

9 ドレッシング キユーピー株式会社 43 飲食品および食品添加物 合同酒精株式会社

10 分離型液状調味料 キユーピー株式会社 44
新規な整味剤、同剤を含む新規なド
レッシング類およびそれらの製造方法

田中  健一

11 ゼリー状調味料及びその製造方法 日本丸天醤油株式会社 45 油脂含有食品 花王株式会社

12
きくらげ、を含有させる事で粘性を持た
せた、ドレッシング、タレ、ソース、マヨ
ネーズ、ジャム、果物・・・・

塩田  高久 46 容器詰液体調味料 花王株式会社

13 酸性調味料 キユーピー株式会社 47
ノンオイル又は低オイル液体調味料、
液体調味料の食味改善方法

株式会社ミツカングループ
本社

14 ゲル状調味料
株式会社ミツカングループ
本社

48
野菜片入り液体調味料、乾燥野菜片
の液体浸透方法

株式会社ミツカングループ
本社

15
腫瘍治療用医薬組成物および健康食
品

上岡  龍一 49 液状調味料 キユーピー株式会社

16
ドレッシング調味料並びにワサビ煮加
工食品

坂口  秀和 50 アディポネクチン分泌増加剤
日清オイリオグループ株式
会社

17 健康ドレッシング
株式会社マナーエンタープ
ライス

51 魚醤油とその製造方法 青森県

18 コエンザイムＱ１０
株式会社クレッセンドコーポ
レーション

52
精製油脂及び卵黄を含まないマヨネー
ズ風調味料

キッコーマン株式会社

19 ドレッシング類 日清オイリオ株式会社 53 豆腐を含有するドレッシング 株式会社斎藤商事

20 低油脂液状調味料 キユーピー株式会社 54 抗コレステロール組成物 株式会社セイシン企業

21 豆乳ドレッシング及びその製造方法 石山味噌醤油株式会社 55 ノンオイル納豆ドレッシング 菅  善巳

22 機能性ドレッシング
株式会社クレッセンドコーポ
レーション

56 調味料 キユーピー株式会社

23
焼酎蒸留粕からのエタノール抽出残
さ、エタノール抽出物及びそれらの製
造方法

上岡　龍一 57
たくあんドレッシング及びその製造方
法

道本食品株式会社

24 香味成分の劣化防止剤 太陽化学株式会社 58 流動性ゲルの製造方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

25 風味油およびその製造法 カネク株式会社 59 容器詰液体調味料 花王株式会社

26 野菜類の調理方法 理研ビタミン株式会社 60 オリゴ糖を含むドレッシング
日清オイリオグループ株式
会社

27
抗腫瘍剤、健康食品及び味噌のエタ
ノール抽出物

株式会社山内本店 61
液体調味料の果実香の改善方法およ
び果実香が改善された液体調味料

メルシャン株式会社

28
乳化サラダドレッシングの改善された
製造方法

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

62 酸性液状調味料 キユーピー株式会社

29 パン用のドレッシング類又はソース類 宝酒造株式会社 63 酸性液状調味料 キユーピー株式会社

30 食品素材 ハウス食品株式会社 64 調味料又はタレ類の着色方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

31 ドレッシング及びその製造方法 有限会社大森食研 65 酸性液状調味料の製造方法 キユーピー株式会社

32 ドレッシングタイプ調味料 有限会社大森食研 66 分離型ドレッシング
日清オイリオグループ株式
会社

33
非乳化分散ドレッシング及びその製造
方法

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

67 低カロリーの脂肪代替品
カーギル  インコーポレイ
テッド

34
複合エマルション型酸性水中油型乳
化食品

キユーピー株式会社 以下8点省略

和風ドレッシングの製造加工方法　　　No.10615

[公開編]　　平成13年～平成22年（10年間）　　　　75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　）


