
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)

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥１６，８００－ ￥１６，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

(本体価格)

No,9581 公開特許 昭.63-平.14 72点 ￥18,600

No,10656       〃 平.13-平.22 67点 ￥16,000

No,10649       〃 平.13-平.22 65点 ￥16,000

No,10597       〃 平.15-平.22 69点 ￥20,000

No,10667       〃 平.13-平.22 68点 ￥16,000

No,10659       〃 平.13-平.22 66点 ￥16,000

No,10654       〃 平.13-平.22 67点 ￥16,000

No,10619       〃 平.20-平.23 69点 ￥24,000

No,10177       〃 平.17-平.19 88点 ￥35,600

No,9842       〃 平.14-平.16 67点 ￥26,900

No,9289       〃 平.11-平.13 79点 ￥19,700

No,8582       〃 平.8-平.10 66点 ￥26,700

No,10393       〃 平.18-平.20 71点 ￥21,400

No,9969       〃 平.14-平.17 86点 ￥26,100

No,9359       〃 平.5-平.13 77点 ￥17,700

No,9580       〃 昭.59-平.14 70点 ￥19,700

No,10733 登録・公開 平.23 67点 ￥18,000

*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。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

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

※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      

コンビニおにぎりの製造方法

日もち米飯の製造方法

ポテトの加工方法と製品

               〃

               〃

               〃

ポテト・サラダの製造加工方法
[公開編]平成15年～平成23年（9年間）　　67点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０７４２

お   申   込   書

               〃

カット野菜の保存処理方法

               〃

               〃

焼芋の製造加工方法

介護食の製造加工方法

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

コンビニ用調理麺の製造方法

◎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

コンビニ弁当の製造方法

災害時用非常食の製造方法

調理済み冷凍食品の製造方法

ポテト・サラダの製造加工方法



1 黄色馬鈴薯食材及び黄色馬鈴薯食品
独立行政法人農業技術研
究機構

34 メチオナール含有芋食品 味の素株式会社

2 超高圧処理調理済み食品 株式会社明治屋食品工場 35 ポテトサラダ キユーピー株式会社

3
加工野菜、およびそれを使った即席サ
ラダ用食材

株式会社マルハチ 36 サラダの製造方法及びサラダ
ケンコーマヨネーズ株式会
社

4 粉末状の食品保存改良剤 東和化成工業株式会社 37
不活性ガス置換包装のチルド惣菜の
製造方法

四国化工機株式会社

5
高アントシアニン色素含有馬鈴しょ食
材および高アントシアニン色素含有馬
鈴しょ食品

独立行政法人農業技術研
究機構

38 含気包装のチルド惣菜の製造方法 四国化工機株式会社

6
ジャガイモの処理方法及び該処理物
を用いたポテトサラダの製造方法

キユーピー株式会社 39 野菜の保存方法 株式会社田口青果

7 ポテトサラダの製造方法 キユーピー株式会社 40 サラダ キユーピー株式会社

8 ポテトサラダの製造方法 キユーピー株式会社 41
アクアガスを用いた農産物のフード供
給システム

独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構

9
食品用日持ち向上剤及び日持ちが向
上する食品の製造方法

東和化成工業株式会社 42 静菌剤およびこれを用いた飲食品 味の素株式会社

10 生鮮食品の日持ち向上方法 本部三慶株式会社 43
殺菌キュウリの製造方法及びこれを用
いた加工食品

キユーピー株式会社

11 丸ごとポテト及びポテトグラタン 株式会社億万長者 44
馬鈴薯の処理方法およびこれを用い
たポテトサラダの製造方法

キユーピー株式会社

12 野菜用鮮度保持剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

45 殺菌生ジャガイモの製造方法 キユーピー株式会社

13 ポテトペーストの製法 槇　賢治 46 嚥下性に優れた食品及び調味料 ブンセン株式会社

14 抗菌油脂 株式会社カランテ 47
加工野菜、およびそれを使った即席サ
ラダ用食材

株式会社マルハチ

15
芋肉の濾過板及びこれを装着した芋
肉の採取装置

キユーピー株式会社 48
日持ち向上剤およびそれを用いた食
品の保存方法

三菱商事フードテック株式
会社

16 容器入り惣菜 株式会社ケイパック 49
野菜加工品の製造方法および野菜加
工品並びにそれを用いた食品

株式会社カネカ

17 こく味付与組成物 キユーピー株式会社 50 加工ポテト製品
ブティーク  スナックス  プロ
プライアタリ  リミテッド

18
酢カドを低減した飲食物およびその製
造方法

日研化成株式会社 51
澱粉含有食品の物性改良方法及び物
性改良剤

味の素株式会社

19
ポテトサラダ及びポテトサラダの油漏出
防止方法

キユーピー株式会社 52
革新的殺菌方法とその用途および装
置

有限会社梅田事務所

20
食品変質防止剤及びそれを含有する
食品

小川  博衛 53 馬鈴薯加工品およびその製造方法 キユーピー株式会社

21 加工食品用離水防止剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

54
玉葱ブランチング処理物の製造方法
およびこれを配合した加工食品

キユーピー株式会社

22
日持ち向上剤及びそれを用いる食品
の製造方法

東和化成工業株式会社 55
サラダ用離水防止材及びこれを用いた
サラダ

キユーピー株式会社

23 可食容器入り手持ちサラダ 千葉  由紀子 56 サラダ キユーピー株式会社

24 野菜フレーバーの製造方法 川崎  清光 57 サラダの製造方法 キユーピー株式会社

25 抗菌剤 伊那食品工業株式会社 58
冷蔵温度で保存される加熱調理済み
食品の安全性の判定方法

株式会社日清製粉グルー
プ本社

26
抗菌剤およびこれを含有する食品保
存剤

アサマ化成株式会社 59 大腸内視鏡検査用食品 キユーピー株式会社

27
煮くずれしづらい半調理馬鈴薯の製造
方法及び解凍時に煮馬鈴薯と同じ復
元性を有する・・・

山川  良一 60 焼いたジャガイモ製品およびその製法
ノンパレイル  コーポレー
ション

28
気泡入り水中油型乳化食品及びこれ
を用いたサラダの製法

キユーピー株式会社 61
澱粉含有食品及び改質澱粉の製造方
法

味の素株式会社

29 食品用日持ち向上剤 ＭＣフードテック株式会社 62 マッシュポテト キユーピー株式会社

30
出来たて風味の惣菜およびこの惣菜を
含む弁当

株式会社ファミリーマート 63
容器詰め殺菌サラダ及びその製造方
法

キユーピー株式会社

31
風味、食感の改善された馬鈴薯食品
素材とそれを用いた食品

独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構

64
長期間の保存が可能な加熱加工ジャ
ガイモおよびその製造方法

株式会社日清製粉グルー
プ本社

32
蒸煮芋肉の濾過板及びこれを用いた
蒸煮芋肉の採取装置

キユーピー株式会社 65
加熱加工ジャガイモおよびその製造方
法

株式会社日清製粉グルー
プ本社

33
水で溶ける野菜と果物等の顆粒とその
製造方法

新居  高行 以下2点省略

ポテト・サラダの製造加工方法　　　No.10742

[公開編]　　平成15年～平成23年（9年間）　　　　67点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥16,800    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥16,800　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥25,200　）


