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［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） ９９点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２３，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２３，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３４，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9564 公開特許 オカラを出さない豆腐の製造方法 昭.58-平.14 82点 ￥18,700
No,9565 〃 味付きいなり揚げの製造方法 〃 83点 ￥19,300
No,9494 〃 豆腐の保存方法と製品 平.5-14 92点 ￥19,800
No,9493 〃 がんもどき類の製造加工方法 昭.63-平.14 77点 ￥17,700
No,8722 〃 油揚製造装置の構造 平.6-10 60点 ￥21,500
No,8729 〃 豆腐の凝固・成型・充填装置 平.5-10 63点 ￥23,400
No,8730 〃 豆腐の切断・包装・搬送装置 〃 78点 ￥28,600
No,8731 〃 豆腐製造用呉液圧搾装置 〃 64点 ￥23,700
No,8725 〃 冷凍豆腐類の製造加工方法 〃 67点 ￥23,000
No,7707(A) 〃 豆腐スナック・デザートの製造方法 昭.59-平.5 56点 ￥21,700
No, 〃 (B) 〃 豆腐ステーキ・ハンバーグの製造方法 〃 48点 ￥19,800
No, 〃 (C) 〃 麻婆豆腐の製造方法 〃 35点 ￥14,500
No,9304(B) 〃 コーヒー抽出粕の利用方法 平.10-13 96点 ￥22,400
No, 〃 (A) 〃 〃 平.5-9 81点 ￥18,600
No,9147 公告・登録 高野豆腐の製造加工方法 昭.61-平.12 58点 ￥21,700
No,9148 〃 無菌包装豆腐の製造方法 〃 59点 ￥22,600
No,8717 公開特許 オカラの処理加工方法と製品 平.6-10 79点 ￥27,600
No,7704 〃 〃 平.3-5 59点 ￥19,700
No,7110 〃 〃 平.1-2 48点 ￥18,000
No,6473 〃 〃 昭.60-63 64点 ￥19,700

*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。］
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1 豆腐の製造方法
協同組合福島県食品産業
センター

41
豆腐の製造方法及び豆腐製造装置並
びに豆腐の連続製造装置

株式会社ヤナギヤ

2 豆腐パック詰め装置 株式会社高井製作所 42 よせ豆腐の自動製造装置 菅　幸一

3 豆腐の保存方法 株式会社高井製作所 43 豆腐様食品及びその製造方法 小野寺　康之

4 容器入り絹ごし豆腐の製造装置 四国化工機株式会社 44 塩味付き充填豆腐の製造方法 横山　正直

5 長期保存性豆腐の製造方法 唐沢　知好 45 豆腐の製造方法 大場　敏彦

6 凝固剤入り豆乳の分配充填装置 四国化工機株式会社 46 無菌包装豆腐製品の製造法
テトラ　ラヴェル　ホールディ
ングス　アンド　ファイナンス
ソシエテ　アノニム

7 容器入り豆腐の製造方法 四国化工機株式会社 47 豆腐の凝固・成型・パックシステム ミナミ産業株式会社

8
豆腐自動成型機用豆腐パック詰め装
置

株式会社高井製作所 48
レトルト処理に安定な豆腐及び加熱殺
菌豆腐

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

9 大豆加工食品の製造法 朝日食品工業株式会社 49 角形フィルム包装豆腐の製造方法 備南工業株式会社

10 凝固剤入り豆乳の分配充填装置 四国化工機株式会社 50
豆腐パックの加熱殺菌および冷却方
法

株式会社トーファー

11
豆腐掴み装置及びこの装置を用いた
豆腐原反の定形裁断とパック詰め装置

株式会社ヤナギヤ 51 豆腐パックの処理方法 株式会社トーファー

12 ホットパック用自動整列冷却システム
株式会社ケーイーコーポ
レーション

52 充填豆腐の製造方法 株式会社山口食品

13 豆腐製造装置 ニチモウ株式会社 53 豆腐パック処理用具 株式会社トーファー

14 豆腐製造装置の豆腐送給機構 ニチモウ株式会社 54 容器入り無菌豆腐の製造方法 四国化工機株式会社

15 豆腐の製造方法 崎戸製塩株式会社 55 よせ豆腐の製造装置 株式会社トーファー

16 彩り豆腐の製造方法 竜水食品協業組合 56 よせ豆腐の製造方法 株式会社トーファー

17 豆腐のパック詰め装置 ミナミ産業株式会社 57 よせ豆腐の製造方法 株式会社トーファー

18 密封容器充填豆腐の製造方法 株式会社ビーテイン研究所 58 よせ豆腐の製造方法 株式会社トーファー

19 豆腐の製造設備と製造方法 カネト商事株式会社 59 容器入り豆腐及びその製造方法 株式会社山食

20 注入用首付包装袋の製造方法 台木　良雄 60 木綿豆腐製造用容器及びシート 株式会社ヨコタ

21
型抜き豆腐の製造装置と該製造装置
を用いた型抜き豆腐の製造方法

株式会社江原食品 61 豆腐の加熱方法及び製造方法 株式会社高井製作所

22 蛋白ゲルの製造方法 日本テトラパック株式会社 62 豆腐の風味保持方法 江原　靖幸

23 豆腐の自動パック詰め装置 倉敷機械株式会社 63
発芽処理大豆を使用した大豆加工品
とその製造法

株式会社中埜酢店

24
豆腐製造材料およびその豆腐材料を
用いた豆腐の製造方法

株式会社丸美屋 64
豆乳の殺菌方法と無菌豆腐の製造方
法

四国化工機株式会社

25 充填豆腐の製造方法 キョーラク株式会社 65 充填豆腐の製造法 キッコーマン株式会社

26 豆腐入り容器 小松　治 66 充填豆腐の製造方法 キッコーマン株式会社

27 着色豆腐の製造方法 福士　二郎 67 味付け食材を内包した充填豆腐 相模屋食料株式会社

28 パック収納物の処理装置 株式会社メイコー機械 68 立体形細分割容器 柴野　戸仁子

29
バケットユニット，バケット装置及びパッ
ク収納物の処理装置

株式会社メイコー機械 69 豆腐製造システム 花王株式会社

30 充填豆腐の製造方法およびその装置 キョーラク株式会社 70
充填容器密封式木綿豆腐およびその
製造方法

株式会社高丸食品

31 豆腐様食品の製造法 吉成　栄 71 調味食材を内包した充填豆腐 相模屋食料株式会社

32 豆腐パックの冷却方法 株式会社トーファー 72 豆腐のパック詰め装置 五百木　将利

33
豆腐パック加熱装置および豆腐パック
加熱方法

株式会社トーファー 73 容器入り豆腐の製造装置 四国化工機株式会社

34 もめん豆腐充填化自動成型装置 前田　幸洋 74
豆腐用パックの供給方法およびそれに
用いる装置

五百木　将利

35
豆腐の連続製造装置と、それに組み
合わせる豆腐の搬出装置とパッキング
装置

株式会社ソーエーマシン 75 豆腐の製造方法 キッコーマン株式会社

36 豆腐製品及びその製造方法 但馬屋食品株式会社 76
豆乳の製造方法および豆乳パックの製
造方法ならびに豆腐の製造方法

有限会社ヤヒメ商事

37
絹ごし豆腐用容器および絹ごし豆腐入
り容器

四国化工機株式会社 77
液体の攪拌方法及びそれを利用した
豆腐製造方法

エーキューエム九州テクノ
ス株式会社

38 豆乳の充填方法 株式会社大生機械 78 豆腐用脱水成形装置 株式会社ヤナギヤ

39 大豆全粉からなる豆腐の製造方法 ミナミ産業株式会社 79
オゾン水による包装豆腐の殺菌システ
ム

オーニット株式会社

40 豆腐のパッケージング装置 株式会社山内商店 80 豆腐容器 株式会社吉野工業所

以下１９点省略

充填豆腐の製造方法と装置 　　　No.9601

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　９９点

CD-ROM版　　　￥23,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,000

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥34,000　）


