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(本体価格)

No,10684 登録・公開 平.23 60点 ￥15,000

No,10552       〃 平.22 58点 ￥18,000

No,10417       〃 平.21 70点 ￥21,600

No,10287       〃 平.20 73点 ￥23,600

No,10142       〃 平.19 73点  ￥23,600

No,10034       〃 平.18 75点  ￥23,700

No,9907       〃 平.17 63点  ￥18,900

No,9786       〃 平.16 70点  ￥17,500

No,9638       〃 平.15 67点  ￥15,400

No,9439       〃 平.14 67点  ￥15,400

No,9251       〃 平.13 64点  ￥16,000

No,9025       〃 平.12 63点  ￥21,300

No,8802       〃 平.11 63点  ￥21,300

No,8585       〃 平.10 58点  ￥19,800

No,8217 公告・公開 平.8 61点  ￥21,700

No,10659 公開 平.13-平.22 66点 ￥16,000

No,10649 公開 平.13-平.22 65点 ￥16,000

No,10597 公開 平.15-平.22 69点 ￥20,000

No,10588 公開 平.13-平.22 100点 ￥30,000

*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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餅の製造加工方法と工程
[登録・公開編]平成24年（1年間）　　62点
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古米の処理加工方法と製品
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CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1 酸素吸収性積層体 東洋製罐株式会社 41
粘弾性食品生地用成形剤、それを用
いた粘弾性食品及び粘弾性食品の製
造方法

クラシエフーズ株式会社

2
食品用静菌剤および当該静菌剤を含
有する食品

三菱化学フーズ株式会社 42 デザイン性食品の連続製造方法
有限会社　東洋テクニカル
フーヅ

3 冷凍した餅の揚げ菓子製造方法 有限会社丹波屋 43 複合積層状生地 株式会社ＡＤＥＫＡ

4 酸素吸収剤 上野製薬株式会社 44 鏡餅用カートン 大日本印刷株式会社

5 鏡餅用飾り具取付具 有限会社　タイヨー 45 米の加工食品の製造方法 伊藤　榮子

6 切り餅 株式会社きむら食品 46 葉供給機及び餅用包装装置 株式会社総合エンジニア

7 糯米加工品の製造方法 株式会社Ｊ－オイルミルズ 47 電子レンジ調理用包材 凸版印刷株式会社

8 チップス状食品の製造方法 ミシマデリカ　株式会社 48
外観及び品質の優れた餅又はだんご
及びその製造方法

国立大学法人　新潟大学

9
食品用静菌剤および当該静菌剤を含
有する食品

三菱化学株式会社 49 鏡餅用包装箱およびその型紙 大日本印刷株式会社

10 飾り鏡餅用三方及びその包装容器 株式会社ほしゆう 50 具材を入れた餅の製造方法 ▲高▼橋　正人

11 易切開性多層容器 ベスパック株式会社 51 米粉を原料とした餡および食品材料 大久　長範

12 鏡餅セット収納箱 押尾産業株式会社 52 食品用品質改良剤および食品 三菱化学株式会社

13 飲食物の保形性向上方法 昭和産業株式会社 53
米粉の澱粉損傷度の予測方法及び加
工適性の評価方法

宮城県

14
包装食品及びその包装食品の製造方
法

山眞産業株式会社 54 鏡餅容器 押尾産業株式会社

15 耐湿性脱酸素剤 三菱瓦斯化学株式会社 55 鏡餅飾り用固定カバー具 有限会社　タイヨー

16
収納容器用台座及び台座付き収納容
器

株式会社宏和 56
餅様または団子様の具材を含有するレ
トルト食品の製造方法

日清製粉株式会社

17 打ち粉の製造方法 旭製粉株式会社 57 切り餅 山田　康雄

18 餅食品 シダックス株式会社 58 自己発熱容器 キム，ヨンジン

19 伸餅成形器及び伸餅の成形方法 日比谷　浩平 59 飾り鏡餅および飾り鏡餅用キャップ体 株式会社北新商事

20 棒状食品包装体 株式会社スズパック 60 小麦餅
ＮＰＯ法人アクティブサポー
ト

21
餅成型用型板、およびそれによる鏡餅
の成型方法

城北麺工株式会社 61 包装用パッケージ 株式会社ショウエイ

22 鏡餅包装体の製造方法 大日本印刷株式会社 62 鏡餅飾り 株式会社きむら食品

23 食品の保存方法 株式会社マルハニチロ食品

24
抗菌性粉末組成物と合成樹脂の混合
物

三菱化学フーズ株式会社

25 鏡餅容器 押尾産業株式会社

26
湿度依存型抗菌性粉末組成物の製造
方法

三菱化学フーズ株式会社

27 飾り鏡餅体 マルシン食品株式会社

28 鏡餅用装飾部 株式会社宏和

29 ほぞで内包部を築く餅
合資会社モリトファインコミュ
ニケーションズ

30
酸素吸収剤、酸素吸収性フィルム及び
包装容器

日本ゼオン株式会社

31 食品素材
株式会社日清製粉グルー
プ本社

32 包装材 三井化学株式会社

33 飾り鏡餅 たいまつ食品株式会社

34 鏡餅飾り具 株式会社きむら食品

35 鏡餅用載置台 佐藤食品工業株式会社

36
餅様食品及びその製造方法、餅様食
品製造用の粉末食品

株式会社ミツカン

37 熱成形容器 日本ポリプロ株式会社

38
米穀粒の加工方法、この方法によって
得られた米穀粉、米穀粉の粒径分布
の制御方法・・・

株式会社ブルボン

39 チップス状食品の製造方法 ミシマデリカ　株式会社

40 鏡餅用装飾部 株式会社宏和 以上62点収録

餅の製造加工方法と工程　　　No.10794

[登録・公開編]　　平成24年（1年間）　　　　62点
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