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ミートボールの製造加工方法
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［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） ９６点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２２，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２２，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３３，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9417 公開特許 ピラフ・チャーハンの製造加工方法 平.4-13 82点 ￥19,200
No,9335 〃 春巻の製造方法 平.5-13 87点 ￥20,400
No,9334 〃 オムレツの製造加工方法 平.5-13 82点 ￥19,700
No,9416 〃 コロッケの製造加工方法 平.4-13 84点 ￥19,400
No,8716 〃 惣菜の製造方法と製品 平.5-10 79点 ￥26,700
No,8843 〃 容器入り冷凍食品の製造方法 平.7-11 66点 ￥23,200
No,9279 〃 フライ済み冷凍食品の製造方法 平.12-13 66点 ￥15,100
No,8841 〃 〃 平.10-11 67点 ￥23,500
No,8378 〃 〃 平.8-9 70点 ￥24,700
No,8022 〃 〃 平.6-7 56点 ￥23,700
No,8772 〃 ハンバーグの製造加工方法 平.9-10 68点 ￥26,300
No,8206 〃 〃 平.7-8 71点 ￥27,400
No,7782 〃 〃 平.4-6 65点 ￥26,700
No,7486 〃 〃 平.1-3 74点 ￥31,600
No,8773 〃 ソーセージの製造加工方法と製品 平.7-10 67点 ￥26,000
No,8774 〃 乾燥肉の製造加工方法と製品 平.3-10 61点 ￥21,700
No,8456 〃 冷凍丼の製造加工方法 平.5-9 68点 ￥24,500
No,8457 〃 グラタン類の製造加工方法 平.5-9 64点 ￥23,300
No,8825(B) 〃 食肉類の軟化加工方法 平.8-11 67点 ￥24,700
No, 〃 (A) 〃 〃 平.4-7 61点 ￥22,300

*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・
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1
食品用素材、これを利用したパン類、
フライ食品並びに肉類加工食品

清水　康夫 35
保水性および保油性をあわせ有する
澱粉由来の食品用素材およびこれを
用いた食品

株式会社ホーネンコーポ
レーション

2 えびだんごおよびその製造方法 株式会社三星商会 36
粒状の蛋白素材、その製造法及びこ
れを用いた挽き肉加工食品様食品

不二製油株式会社

3 挽肉加工品の製造方法および乳化液 日本油脂株式会社 37 挽き肉加工食品の製造法 不二製油株式会社

4 挽肉加工品の製造方法 日本油脂株式会社 38
食肉調理食品または食肉含有調理食
品の製造法

味の素株式会社

5 うなぎを加えて製造したつくね 株式会社八つ浜 39 食品日持向上剤および保存性食品 エーザイ株式会社

6 食品用品質改良剤
株式会社片山化学工業研
究所

40 食品の風味向上法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

7
微粒子こんにゃくとその製法及びダイ
エット食品

株式会社日立金属エス
テート

41 肉加工食品 味の素株式会社

8
桜エビ類を原料とする加工食品の製造
方法

千葉製粉株式会社 42 容器入り冷凍食品の製造方法 ハウス食品株式会社

9 挽き肉の製造法 味の素株式会社 43 比内地鶏の肉ダンゴ及び同スープ鍋 有限会社豊完商産

10 挽肉加工食品及びその製造方法
株式会社千葉産直サービ
ス

44 冷凍食品の製造方法 味の素株式会社

11
畜肉加工品の賞味期間の設定方法及
び熟成度の判定方法

筬島　豊 45
調理された挽肉様製造物およびその
製造方法

ホールデン・フーズ・グルー
プ・リミテッド

12 挽肉加工食品 旭化成工業株式会社 46
血中コレステロール上昇抑制作用を有
する食肉製品

日本ハム株式会社

13
低カロリー畜肉加工品および畜肉加工
品用乳化物

日本油脂株式会社 47
水系食肉用改質剤及びこれで処理し
た食肉又は肉製品

花王株式会社

14 畜肉加工製品用酵素製剤 味の素株式会社 48
調理加工食品の品質改良方法、調理
加工食品及び品質改良剤

明治乳業株式会社

15 練り製品用酵素製剤 味の素株式会社 49 大豆蛋白質及びゲル状食品 不二製油株式会社

16 容器入り冷凍食品 ハウス食品株式会社 50 冷凍食品の製造方法 株式会社中埜酢店

17 容器入り冷凍食品 ハウス食品株式会社 51 畜肉加工品の製造法 不二製油株式会社

18
保湿性を改良した食肉製品とその製造
方法

クラフト・ゼネラル・フーヅ・イ
ンコーポレーテッド

52
低リン、低カリウム化処理してなる肉類
及びその製造方法

亀田製菓株式会社

19
冷凍挽き肉等の加工方法、冷凍挽き
肉等の加工装置および冷凍挽き肉等
の加工用ミキサー

昭和炭酸株式会社 53
水産または畜産練り製品の製造方法
および品質改良剤

アサマ化成株式会社

20 挽肉加工食品の製造方法 味の素株式会社 54
畜肉加工品の品質改良剤および畜肉
加工品の製造方法

オルガノ株式会社

21 食品素材 味の素株式会社 55
肉の改質剤、調味料及びこれで処理し
た食用肉又は肉製品

花王株式会社

22
食肉練製品の縮み防止方法と縮み防
止剤

青葉化成株式会社 56
肉の改質剤、調味料及びこれで処理し
た食用肉又は肉製品

花王株式会社

23 スッポン入り肉練食品の製造方法 カネハツ食品株式会社 57 魚肉、畜肉練り製品の製造法 味の素株式会社

24 容器入り冷凍食品 ハウス食品株式会社 58 低塩、低脂肪食品 味の素株式会社

25 容器入り冷凍食品 ハウス食品株式会社 59 練り惣菜の製造法 不二製油株式会社

26 容器入り冷凍食品 ハウス食品株式会社 60
畜肉加工食品の製造方法及び冷凍畜
肉加工食品

日本酸素株式会社

27 惣菜類の製造法 日清製油株式会社 61
食肉加工製品および食肉加工製品用
品質改良組成物

オルガノ株式会社

28 成形挽肉加工食品の製造法 味の素株式会社 62 マイクロ波解凍用の冷凍肉練り製品 株式会社中埜酢店

29 挽肉加工食品の製造法 味の素株式会社 63 チキンミンチの製造方法 石井食品株式会社

30
挽き肉を主成分とする成型物の改質剤
及びこれで処理した挽き肉を主成分と
する成型物

花王株式会社 64 加工肉製品 雪印乳業株式会社

31
挽き肉を主成分とする成型食品の改質
剤及びこれで処理した挽き肉を主成分
とする成型食品

花王株式会社 65 食品素材およびその製造方法 株式会社ニチレイ

32
挽き肉を主成分とする成型食品の改質
剤及びこれで処理した挽き肉を主成分
とする成型食品

花王株式会社 66
食肉の品質改良剤並びに食肉製品及
びその処理方法

理研ビタミン株式会社

33 粘性食品成形装置 サン・プラント工業株式会社 67 魚肉団子の製造方法 キユーピー株式会社

34
澱粉由来の食品用素材およびこれを
用いた食品

株式会社ホーネンコーポ
レーション

68 練り製品及びその風味改良法 不二製油株式会社

以下１８点省略

ミートボールの製造加工方法
[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　９６点

CD-ROM版　　　￥22,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥22,000
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