
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区平河町１－３－６BIZMARKS麹町

 ＜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)

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥１９，４４０－ ￥１８，０００－

￥２９，１６０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10656 公開特許 平.13-平.22 67点 ￥16,000

No,10161       〃 平.18-平.19 70点 ￥24,500

No,9932       〃 平.16-平.17 73点 ￥20,700

No,11152 登録・公開 平.28 69点 ￥18,000

No,11148       〃 平.28 61点 ￥16,000

No,11170       〃 平.28 100点 ￥24,000

No,11166       〃 平.28 80点 ￥20,000

No,11147       〃 平.28 60点 ￥16,000

No,11041       〃 平.27 80点 ￥20,000

No,10597 公開特許 平.15-平.22 69点 ￥20,000

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

No,10588       〃 平.13-平.22 100点 ￥30,000

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

No,10407       〃 平.9-平.20 90点 ￥27,600

No,10653       〃 平.13-平.22 67点 ￥16,000

No,10411       〃 平.18-平.20 89点 ￥27,000

No,10314       〃 平.18-平.20 76点 ￥26,600

No,10313       〃 平.18-平.20 73点 ￥25,600

No,10244       〃 平.15-平.19 79点 ￥24,700

*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：〒

レトルト食品と包装材料

バッター・ミックスの組成と製造加工方法

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

即席米飯の製造加工方法

お   申   込   書

即席粥・雑炊の製造加工方法

パック詰め米飯の製造加工方法

ライスめんの製造加工方法

冷凍米飯の製造加工方法

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

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

日もち米飯の製造方法

焼きおにぎりの製造加工方法

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１８２

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

冷凍麺類の製造加工方法

               〃

古米の処理加工方法と製品

日もち麺類の製造方法

フライ済み冷凍食品の製造方法

調理済み冷凍食品の製造方法
[登録・公開編]平成28年（1年間）　　70点

介護食の製造加工方法

◎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

               〃

コンビニおにぎりの製造方法

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。

担当者名

所属部署名



1 加熱調理済卵加工食品 キユーピー株式会社 31
冷凍ワンタン及び冷凍ワンタンの製造
方法

米久デリカフーズ株式会社

2 加熱加工用風味付与剤
日清オイリオグループ株式
会社

32
氷結晶化阻害剤およびこれを用いた
冷凍食品

株式会社カネカ

3 機能性連続急速冷凍装置
ジャパン　サイエンス　アン
ド　テクノロジー　トレーディ
ング　カンパニー　リミテッド

33
調味液、食品、食品の製造方法、ドリッ
プ防止方法、および食品の風味向上
方法

日本食研ホールディングス
株式会社

4
酵素含有食品の製造方法および酵素
含有食品

株式会社エフコム 34
容器詰めグリーンピースペースト及び
容器詰めグリーンピースペーストの製
造方法

キユーピー株式会社

5 冷凍フライ食品用バッターミックス 日清フーズ株式会社 35
加熱調理用食品セット及びこれを用い
た加熱調理食品の調理方法

キユーピー株式会社

6
電子レンジ加熱用冷凍グラタン類の製
造方法

キユーピー株式会社 36 袋入り冷凍卵とじ キユーピー株式会社

7 食品及び飲料製品用の安定剤組成物
ダウ　グローバル　テクノロ
ジーズ　エルエルシー

37 液体食品冷却装置 株式会社ニッセーデリカ

8 バッター用プレミックス 旭化成株式会社 38
焼き餃子の製造方法、餃子用焼き付き
防止液、及び冷凍餃子

月島食品工業株式会社

9 冷凍方法及び冷凍装置 三菱重工冷熱株式会社 39
大麦粉含有加熱調理食品用生地を調
製するための組成物、及び大麦粉含
有加熱調理食品の製造方法

昭和産業株式会社

10
冷凍小籠包の製造方法および小籠包
の冷凍保存方法

三菱化学フーズ株式会社 40 冷凍惣菜用調味液 ヤマサ醤油株式会社

11 軟質化餅の製造方法 名阪食品株式会社 41 冷凍枝豆及びその製造方法 味の素株式会社

12 米飯の冷凍保存方法 にいがた本舗株式会社 42
シャーベット氷を使用した凍結食品解
凍法

有限会社冷熱技研

13
アルカリ性電解水を用いた炊飯米の製
造方法

アルタン株式会社 43 電子レンジ調理用食品 味の素株式会社

14
電子レンジ加熱可能なコーティング付
き食品、ならびにその製造方法

クリスプ　センセーション
ホールディング　エスエー

44
ノンフライ加熱調理用食品の製造方法
及びノンフライ加熱調理用ミックス並び
にノンフライ加熱調理用食品

昭和産業株式会社

15
包装容器入り加熱調理食品の製造方
法

ヱスビー食品株式会社 45 冷凍食品の製造方法 不二製油株式会社

16
加熱調理不要な冷麺類およびその製
造方法

日清食品冷凍株式会社 46 調味料組成物 テーブルマーク株式会社

17
電子レンジ・鍋調理兼用冷凍麺類およ
びその製造方法

日清食品冷凍株式会社 47
食品計量装置および冷凍食品の製造
方法

細田工業株式会社

18 容器入り冷凍食品組成物
ハウス食品グループ本社株
式会社

48
アルギン酸ナトリウムゲル状食品及び
その製造方法

有限会社▲高▼木商店

19
油脂の劣化風味マスキング剤及びフラ
イ食品

太陽化学株式会社 49
加工茄子又は加工茄子を含む食品及
びその製造方法

ハウス食品株式会社

20
マイクロ波加熱調理時の破裂抑制材、
およびマイクロ波加熱調理時の食品破
裂防止方法

昭和産業株式会社 50
加熱調理済冷凍食品用品質改良剤、
加熱調理済冷凍食品及び該冷凍食品
の製造方法

理研ビタミン株式会社

21 冷凍食品の冷凍焼けの抑制方法 テーブルマーク株式会社 51
高炭水化物含量の野菜を含む冷凍食
品

味の素株式会社

22 果汁を用いて製造した冷凍ペレット
カーギル・インコーポレイ
テッド

52 冷凍食品及び冷凍食品の製造方法
日清食品ホールディングス
株式会社

23
フルーツ感を付加した加熱殺菌済み
食品の製造方法

ハウス食品グループ本社株
式会社

53
冷凍食品用の炒り卵の製造方法及び
冷凍食品用の炒り卵

日清食品ホールディングス
株式会社

24 電子レンジ解凍・加熱食品用組成物 日本製粉株式会社 54
冷凍握り寿司の製造方法及び冷凍握
り寿司

奥田　和己

25 お好み焼粉 昭和産業株式会社 55 除菌剤徐放体及び容器入り食品 株式会社ピーズガード

26 冷凍包皮食品 味の素株式会社 56 冷凍根菜類の製造方法
ニッカプランニング株式会
社

27 餅料理及びその調理方法 有限会社儀平菓舗 57 食品及び飲料製品用の安定剤組成物
ダウ　グローバル　テクノロ
ジーズ　エルエルシー

28 食品冷凍方法
株式会社ミツヤコーポレー
ション

58
消耗品の風味および芳香プロファイル
に影響を及ぼすための方法および組
成物

インポッシブル　フーズ　イ
ンコーポレイテッド

29 加熱済み冷凍餃子及びその製造方法 味の素株式会社 59
冷凍食品又は冷凍飼料製品でのサク
シノグリカンの使用

デュポン　ニュートリション
バイオサイエンシーズ
エーピーエス

30 凍もち入り揚げパンの製造方法 株式会社木乃幡 以下11点省略

調理済み冷凍食品の製造方法　　　No.11182

[登録・公開編]　　平成28年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,440    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,440　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,160　）


