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おにぎり用包装体
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１３年～平成１４年（２年間） ８０点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１８，４００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１８，４００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２７，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9073 公開特許 おにぎり用包装体 平.11-12 63点 ￥21,700
No,8662 〃 〃 平.9-10 74点 ￥27,000
No,8151 〃 〃 平.6-8 124点 ￥39,700
No,8667 公告特許 〃 平.1-10 130点 ￥40,000
No,8666 公開特許 おにぎり用包装体の製造装置 平.5-10 67点 ￥30,000
No,8153 〃 握飯包装機の構造 平.1-8 58点 ￥24,800
No,9074 〃 サンドイッチの包装方法と包装材 平.9-12 57点 ￥19,700
No,8209 〃 〃 平.5-8 83点 ￥26,600
No,8665 〃 弁当の包装方法と装置 平.5-10 69点 ￥24,700
No,8175(A) 〃 弁当の製造・保存方法 平.4-8 75点 ￥27,800
No,〃 (B) 〃 お持ち帰り用弁当容器 平.4-8 77点 ￥24,600
No,8828 〃 パック詰め米飯の製造加工方法 平.9-11 67点 ￥23,700
No,8166 〃 〃 平.5-8 76点 ￥25,500
No,8294 〃 焼おにぎりの製造加工方法 平.5-8 62点 ￥21,800
No,8163 〃 ライスバーガー類の製法と製品 平.7-8 58点 ￥19,700
No,7904 〃 〃 平.5-6 73点 ￥21,900
No,8178 〃 即席粥・雑炊の製造加工方法 平.3-8 65点 ￥23,700
No,9440 登録・公開 米飯盛付加工装置の構造 平.14 69点 ￥15,900
No,9252 〃 〃 平.13 64点 ￥16,000
No,9039 〃 〃 平.12 58点 ￥19,700
No,8847 〃 〃 平.11 91点 ￥34,500
*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
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℡ （ ） FAx （ ）
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※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 包装円錐状寿司 鈴木　允 39 米飯包装体、及び米飯包装用の包材 朋和産業株式会社

2 包装円錐状飯塊及びその包装シート 鈴木　允 40
特定の面形状に引き裂ける包装フィル
ムの製造方法

大沼　浩司

3
海苔合せ巻きおむすび及びその製造
方法

鈴茂器工株式会社 41
海苔及び包装おにぎり用海苔入りフィ
ルム

株式会社小善本店

4
米飯握り物の包装シート、及び、この
シートに包まれた包装米飯握り物

明石　光艶 42 寿司用包装容器 中央化学株式会社

5
包装握飯の隅角部シール法及びその
装置

不二精機株式会社 43 寿司飯収納容器 中栄物産株式会社

6 包装米飯サンドイッチ及び包装シート 鈴木　允 44 包装巻寿司 鈴木　允

7 積層フィルム
昭和電工プラスチックプロ
ダクツ株式会社

45 包装おにぎり 鈴木　允

8 包装棒状飯及びその包装シート 鈴木　允 46
包装おにぎり及び包装おにぎりの包装
方法

鈴木　允

9 食品包装用袋 株式会社大阪包装社 47 包装円錐状寿司 鈴木　允

10 包装棒状飯及びその包装シート 鈴木　允 48 包装巻き寿司 鈴木　允

11
米飯加工食品の包装体及び該包装体
を用いた米飯加工食品包装具

朋和産業株式会社 49 包装三角おにぎり及び包装シート 鈴木　允

12 握飯包装法及びその包装装置 不二精機株式会社 50 おにぎり包装体 朋和産業株式会社

13 食品包装用袋 株式会社大阪包装社 51 パックおにぎりの製造方法 株式会社シンワ機械

14 包装握飯 不二精機株式会社 52 包装飯塊 鈴木　允

15 携帯用一口めし容器 ワタナベ株式会社 53 包装巻き寿司及びその包装シート 鈴木　允

16
包装した三角おにぎりの開口頂部シー
ル装置

鈴茂器工株式会社 54
三角おにぎり包装体、及び三角おにぎ
り包装用袋、及び三角おにぎり包装体
用のシート状海苔

朋和産業株式会社

17 おにぎり包装用フィルム 三菱樹脂株式会社 55 おにぎり用包装体
有限会社　サーフ技術サー
ビス

18 おにぎりの海苔巻き方法 鈴茂器工株式会社 56 副食付き包装おにぎり 鈴木　允

19
包装用フィルム及びその包装材並び
にその包装材を用いた包装体の開封
方法

朋和産業株式会社 57
包装機用包装袋束体、及び、包装機
用包装袋束体の製造方法

朋和産業株式会社

20
棒状米飯加工食品の包装シート及び
その包装シートを用いた棒状米飯加工
食品入り包装体並びに．．．

朋和産業株式会社 58 食品の包装方法及び食品包装体 朋和産業株式会社

21 米飯用包装材、及び米飯包装体 朋和産業株式会社 59 半透明部材の端部検出装置及び方法 鈴木　允

22
三角おにぎり用海苔入り包装シート及
び三角おにぎりの包装形態

大沼　浩司 60
おにぎり用包装フィルム、及び、おにぎ
り包装体

朋和産業株式会社

23 三角おにぎりの包装形態 大沼　浩司 61 容器入り米飯食品の製造方法 株式会社シンワ機械

24 包装袋および包装シート 朋和産業株式会社 62
冷凍にぎり寿司の製造方法および包
装容器

海鱗丸ビール株式会社

25 フィルムシート 朋和産業株式会社 63 易開封手段を備えた包装体 株式会社カナオカ

26 米飯加工食品の包装体 朋和産業株式会社 64 易開封手段を備えた包装体 株式会社カナオカ

27 食品の包装方法 不二精機株式会社 65
三角おにぎり用包装体及び三角おに
ぎり包装品

大沼　浩司

28 食品の包装方法 不二精機株式会社 66 握り包装器 有限会社千両すし

29
食品包装袋用シート、及びシートロー
ル体、及び食品包装袋

朋和産業株式会社 67
易開封機能付き袋包装用フィルム及び
その製造方法

大沼　浩司

30 三角おにぎりの包装形態 朋和産業株式会社 68 包装円錐状寿司及びその包装シート 鈴木　允

31 にぎり寿司飯収納容器 中栄物産株式会社 69 加工食品封入用袋 朋和産業株式会社

32 包装にぎり寿司 鈴木　允 70 食品用包装材 株式会社スズパック

33 おにぎり 株式会社中谷本舗 71
バラ寿し容器及びバラ寿し容器におけ
るバラ寿し詰め方法。

株式会社フリーフォーム

34
カットテープにより特定の面形状に引き
裂ける包装フィルムの製造方法

大沼　浩司 72 おにぎり用包装材 株式会社スズパック

35 三角形状食品の保存展示容器 鈴茂器工株式会社 73 おにぎり用包装体 株式会社カナオカ

36
三角おにぎり用海苔入り包装シート及
び三角おにぎりの包装形態

大沼　浩司 74
おにぎり用包装シート及び包装おにぎ
り

東洋整機樹脂加工株式会
社

37 三角形状食品の包装用袋 鈴茂器工株式会社 75 弁当の盛付容器 鈴茂器工株式会社

38 包装三角おにぎり 鈴木　允 76 包装三角おにぎり 鈴木　允

以下４点省略

おにぎり用包装体　　　No.9468

[公開編]　　平成１３年～平成１４年（２年間）　　　８０点

CD-ROM版　　　￥18,400    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,400

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥27,000　）


