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椎茸の処理加工方法
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［公開編］平成４年～平成１３年（１０年間） ８８点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，７００－

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１９，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２９，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9133 公開特許 松茸の人工栽培方法 昭.61-平.12 88点 ￥26,400

No,8995 〃 マイタケの処理加工方法 平.5-11 51点 ￥19,700
No,8940 〃 アガリカスの処理加工方法 平.5-11 64点 ￥24,800

No,8941 〃 霊芝の処理加工方法 平.5-11 64点 ￥24,800
No,8996 〃 冬虫夏草の製造加工方法 平.5-11 51点 ￥19,700

No,8694 公告・公開 食用キノコ類の栽培法 平.10 83点 ￥32,000

No,7875(A) 〃 〃 平.6 103点 ￥32,000
No,7874(A) 〃 〃 平.5 85点 ￥32,600

No,7586(A) 〃 〃 平.4 132点 ￥52,200
No,7376(A) 〃 〃 平.3 114点 ￥34,500

No,7159(A) 〃 〃 平.2 99点 ￥30,000
No,6741(A) 〃 〃 平.1 108点 ￥31,800

No,6522(A) 〃 〃 昭.63 105点 ￥31,000

No,6206(A) 〃 〃 昭.62 112点 ￥33,000
No,5906(A) 〃 〃 昭.61 84点 ￥27,700

No,5656(A) 〃 〃 昭.60 63点 ￥19,700
No,7885 〃 サルノコシカケの処理加工方法と製品 平.4-6 56点 ￥23,700

No,7471 公開特許 〃 平.1-3 52点 ￥21,300
No,6671 〃 〃 昭.61-63 64点 ￥23,200
No,7473 〃 椎茸より有効成分の抽出方法と製品 昭.62-平.3 65点 ￥23,600
No,6065 〃 〃 昭.58-61 73点 ￥24,600

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・

（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。

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 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入

題 名
所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。



1 健康加工食品 滋賀県製薬株式会社 39 椎茸と昆布の混合食品粉末 高坂　三郎

2 キノコ加工品の製造方法 カゴメ株式会社 40 純粋のしいたけ茶 山崎　保

3 乾燥キノコ類の製造加工方法 株式会社ウエルサン 41
しいたけの錠剤及びしいたけの錠剤
の製造方法

本橋　富壽

4 きのこ類のビタミンD2増強方法 キッコーマン株式会社 42 シイタケエキス粉末の製造法 田中　美穂

5 即席食品の製造方法 味の素株式会社 43 便臭消去用健康食品 有限会社日惠

6 きのこ燻製品及びその製造法 日清ハム株式会社 44 茸健康食品 株式会社ヤハギ

7 栄養補助食品 株式会社ヘルスエイド 45 茸健康食品 株式会社ヤハギ

8
乾燥野菜製品を製造する方法及び得
られた製品

マコーミツク・アンド・
カンパニー．．． 46 新椎茸処理装置 株式会社染矢商店

9 椎茸菌 一宮　健二 47 カット椎茸の製造方法 株式会社染矢商店

10 風味材 椎名　正二 48
加工きのこ類粉末、その製法及び用
途

日触興産株式会社

11 きのこ入り包装体
住友ベークライト株式会
社 49 焼ききのこの製造法

財団法人食品産業セン
ター

12 きのこ類の水溶性食物繊維の製造法 鐘紡株式会社 50 乾燥キノコ類の製造方法 清川　晋

13 機能性健康食品 オーミヤ薬業株式会社 51 旨味成分の抽出法 小沼　信一

14 キノコ類の保存方法 株式会社ミドリ十字 52 椎茸の乾燥等の加工装置 株式会社ダイハン

15 きのこつまみの製造法 大久保　武実 53 椎茸の鮮度保持法 神戸ヤマリ株式会社

16 乾燥食品の製造及び包装方法 小河　進 54 キノコ粉末の製造法 キッコーマン株式会社

17 シイタケ栄養剤を製造する方法 北京市営養源研究所 55
茸またはその抽出物を含有する組成
物

有限会社生命科学研究所

18
椎茸加工食品及び椎茸加工食品の製
造方法

有限会社ごうや 56 乾燥きのこの殺菌方法 森産業株式会社

19 加工食品 滋賀県製薬株式会社 57 加工食品 柿原　武

20 きのこ類の保存処理方法 中園　修三 58 食用キノコの加工方法 山川　良一

21 キノコ味噌の製造方法 平野　孝吉 59 機能性加工食品 トーワ株式会社

22 菌糸体健康食材
株式会社エイコーステー
ション 60 きのこ類の鮮度維持方法 ゴールド興産株式会社

23 きのこ類の加工方法 大日本印刷株式会社 61
海藻に椎茸、胡麻、大豆などを配合
する健康食品とその　製造方法

渡辺　栄

24 きのこの処理方法
人吉生コンクリート株式
会社 62 椎茸の漬物及びその製造方法 村岡　安利

25 茸類とろろ様スライスとその製法 中下　和幸 63
シイタケ由来スーパーオキシドジム
スターゼとその製造法

明治製菓株式会社

26 紫外線照射培養担子菌菌糸体 呉羽化学工業株式会社 64 包装用ネット袋の封緘体 株式会社ユニークテープ

27 包装材およびその製造方法 有限会社八勝丸水産 65
超低温で分離させる茸類エキスの抽
出法

株式会社マタタビ製薬

28
不快臭が発生しないしいたけエキス
の製法

山川　良一 66
シイタケ菌糸体抽出物を含むγδＴ
細胞免疫活性増強剤

小林製薬株式会社

29 焙煎野菜とその製造方法 フジスコ株式会社 67
シイタケ菌糸体抽出物の分画物及び
その用途

小林製薬株式会社

30 表面に印刷表示を施した椎茸 キウブ商事株式会社 68
シイタケ菌糸体抽出物の分画物及び
その用途

小林製薬株式会社

31 ダイス型乾し椎茸 株式会社　佐伯椎茸市場 69 肝障害防御剤 小林製薬株式会社

32 野菜抽出エキス含有製剤 株式会社トキワ漢方製薬 70
シイタケ菌糸体抽出物の分画物及び
その用途

小林製薬株式会社

33 生椎茸専用容器 大日本印刷株式会社 71
シイタケ菌糸体抽出物由来のＬＡＫ
活性増強用製剤

小林製薬株式会社

34
乾物の調理方法および味付き乾物煮
物の調味方法

株式会社あじかん 72
シイタケ菌糸体抽出物の分画物及び
その用途

小林製薬株式会社

35 生椎茸包装体 大日本印刷株式会社 73
シイタケ菌糸体抽出物の分画物及び
その用途

小林製薬株式会社

36 生椎茸包装体 大日本印刷株式会社 74 飲食用キノコ組成物 株式会社タキザワ漢方廠

37
菌床生椎茸の鮮度保持期間の延長方
法及び鮮度保持期間の延長装置

四国電力株式会社 75
結合材を使用しない野菜シートの製
造方法

株式会社　ファースト・
リバー

38
椎茸の栄養素増強を目的とする乾燥
方法、農水産物の．．．

フルタ電機株式会社 以下１３点省略

椎茸の処理加工方法　　　No.9406

[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　８８点

CD-ROM版　　　￥19,700    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,700

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,000　）


