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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8190 公開特許 レトルト麺の製造加工方法 平.5-8 60点 ￥22,600
No,8184 〃 手打ち風麺類の製造方法と装置 平.5-8 67点 ￥24,700
No,8185 〃 手延べ風麺類の製造方法と装置 平.5-8 60点 ￥23,000
No,8872 〃 うどんの製造加工方法 平.8-11 59点 ￥19,700
No,8061 〃 〃 平.4-7 78点 ￥24,700
No,7466 〃 〃 昭.60-平.3 60点 ￥19,700
No,8388 〃 乾麺類の製造加工方法 平.7-9 77点 ￥25,600
No,7781 〃 〃 平.4-6 76点 ￥24,700
No,7351 〃 〃 昭.63-平.3 79点 ￥25,000
No,6352 〃 〃 昭.55-62 82点 ￥25,400
No,8191 〃 中華麺類の製造加工方法 平.5-8 62点 ￥22,400
No,9206 〃 小麦粉皮製品の製造加工方法 平.5-12 68点 ￥24,500
No,7358(A) 公告特許 即席乾燥麺の製造加工方法 昭.62-平.3 68点 ￥24,700
No, 〃 (B) 公開特許 〃 平.2-3 66点 ￥21,500
No,7356(A) 公告特許 中華麺類の製造加工方法 昭.57-平.3 46点 ￥18,000
No, 〃 (B) 〃 冷凍麺の製造加工方法と装置 〃 34点 ￥16,000
No, 〃 (C) 〃 即席パスタ類の製造加工方法 〃 33点 ￥16,500
No,9205(A) 公開特許 小麦胚芽の処理加工方法 平.5-12 55点 ￥19,800
No, 〃 (B) 〃 蕎麦エキスの処理加工方法 〃 40点 ￥14,400
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1
タンタン麺の素の製法及びインスタント
麺

内田光正 43 黄色いうどん 日本製粉株式会社

2 お好み焼様キャベツ麺の製造法 とりごえ食品株式会社 44 テクスチャーの改良された小麦粉製品 旭化成工業株式会社

3 ノンフライ乾燥即席麺 鐘紡株式会社 45 麺線の熱風乾燥方法 日清食品株式会社

4 ノンフライ即席麺の製造方法 松谷化学工業株式会社 46 麺類品質改良剤及び麺類の製造法 太陽化学株式会社

5 包装麺類の製造法 鐘紡株式会社 47 麺類 鐘紡株式会社

6 即席麺類の製造方法 日清食品株式会社 48 低カロリー麺類の製造方法 日本食品化工株式会社

7
小麦グリアジンを利用した麺類の製造
方法

アサマ化成株式会社 49
麺類のほぐれを向上する品質改良剤
及び製造方法

太陽化学株式会社

8 抗菌剤 鐘紡株式会社 50 麺類 日本食品化工株式会社

9 穀類加工食品及びそのほぐれ改良剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

51 即席麺類の製造方法 株式会社横山製麺工場

10 即席乾燥食品の製造方法 千葉製粉株式会社 52 ケース付き即席麺 有限会社シャトレ

11 即席麺類及びその製法 鐘紡株式会社 53 和そば用粉及び和そば 松谷化学工業株式会社

12 洋風即席麺の製法 鐘紡株式会社 54 即席カップ麺 東洋水産株式会社

13 即席麺類の製造方法 日清食品株式会社 55 多色麺類の製造方法 明星食品株式会社

14 即席麺類の製造方法 日清製粉株式会社 56 細胞接着抑制剤 日清食品株式会社

15 ノンフライ乾燥即席麺の製法 鐘紡株式会社 57 麺類用穀粉組成物 日清製粉株式会社

16 麺線及びその製造法 福山　照康 58 うどんの製造方法 日清製粉株式会社

17 即席食品の製造方法 株式会社前川製作所 59 湯処理をする即席麺類の製造方法 明星食品株式会社

18 即席麺等の製造方法 エースコック株式会社 60
ロングライフパスタおよびその製造方
法

日清食品株式会社

19 即席焼そば麺等の製造方法 エースコック株式会社 61
生タイプ即席麺に用いる水中油型乳
化物用乳化剤

第一工業製薬株式会社

20 凹凸を有する麺類及びその製法 カネボウフーズ株式会社 62 ショートパスタの製造法 森永製菓株式会社

21 ノンオイル乾燥麺類の製造法 カネボウフーズ株式会社 63 麺入り食品 株式会社大進食品

22 即席麺の製造方法 昭和産業株式会社 64 麺類の製造方法
セレスタージャパン株式会
社

23
即席パスタ及び即席スープパスタの製
造方法

ハウス食品株式会社 65 麺類の製造方法 不二製油株式会社

24 麺類の製造法 カネボウフーズ株式会社 66 即席乾燥麺類の製造法 不二製油株式会社

25 めん類入り乾燥インスタント成型スープ サンヨー食品株式会社 67
澱粉含有食品の結着防止剤、即席麺
類及びその製法

鐘紡株式会社

26 早戻りパスタの製造方法 ハウス食品株式会社 68 即席麺類およびその製造方法 日清食品株式会社

27
油で揚げていない風味の良いラーメン
麺類

キャンベル・スープ・カンパ
ニー

69
澱粉を添加した即席乾燥麺類の製造
方法

明星食品株式会社

28 ノンオイル乾燥即席麺の製法 カネボウフーズ株式会社 70 ゼラチン含有麺類 日清食品株式会社

29 インスタント米ヌードルの製造方法
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

71
澱粉含有食品の結着防止剤、即席麺
類及びその製法

鐘紡株式会社

30 復元性の良い麺線及びその製造方法 サンヨー食品株式会社 72 加圧加熱殺菌麺の製造方法 日清食品株式会社

31
具象、及び創作物の形に成型した即
席調理麺塊。

大橋　徹 73 唐辛子含有麺 日清食品株式会社

32 容器入り即席麺 東洋水産株式会社 74 即席食品用分散剤 カネボウ株式会社

33 具材調味料付き包装麺 明星食品株式会社 75 ノンフライ麺の製造方法 ヤマダイ株式会社

34 加熱用容器入り即席食品 大徳食品株式会社 76 麺の糊化装置 株式会社冨士製作所

35 即席乾燥麺類の製造方法 明星食品株式会社 77 麺用組成物及び麺類の製造法 太陽化学株式会社

36 即席麺類の製造方法 日清製粉株式会社 78 麺の熱風乾燥方法及び装置 株式会社冨士製作所

37 即席めん類 花王株式会社 79 ノンフライ麺の製造法 ヤマダイ株式会社

38 容器入り即席麺およびその調理方法 昭和産業株式会社 80
イソフラボンを含有する麺類及びその
製造法

不二製油株式会社

39
低温域で喫食するための即席麺、その
調理方法及び低温域で．．．

ハウス食品株式会社 81 即席麺の製造方法 サンヨー食品株式会社

40
低温域で喫食するための麺用スープ
及びこれを調製するための．．．

ハウス食品株式会社 82 乾燥即席麺屑等の有効利用方法 コスモ食品株式会社

41
調理時に変形する即席食品の製造方
法

明星食品株式会社 83 即席麺の製造方法
株式会社ホーネンコーポ
レーション

42 即席カップ食品 フジフーズ株式会社 84 即席熱風乾燥麺の製造方法 サンヨー食品株式会社

以上８４点収録

ノンフライ即席麺の製造加工方法 　　　No.9490
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