
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， ９７６１ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞ ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

野菜シートの製造加工方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成６年～平成１５年（１０年間） ８５点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２０，５８０－ ￥１９，６００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２０，５８０－ ￥１９，６００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３０，４５０－ ￥２９，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9390 公開特許 タマネギの処理加工方法と製品 平.2-13 73点 ￥18,700
No,6876 〃 〃 昭.55-平.1 80点 ￥25,700
No,9543(A) 〃 ゴボウの処理加工方法と製品 平.5-14 70点 ￥16,100
No, 〃 (B) 〃 レンコンの処理加工方法と製品 〃 51点 ￥11,700
No,9542 〃 キャベツの処理加工方法と製品 平.5-14 99点 ￥23,700
No,9541 〃 野菜の煮物の製造加工方法 平.5-14 100点 ￥23,700
No,9477 〃 枝豆の処理加工方法と製品 平.2-14 67点 ￥15,500
No,9391 〃 ほうれん草の処理加工方法と製品 平.2-13 73点 ￥18,700
No,9302 〃 生鮮野菜の殺菌・鮮度保持方法 平.5-13 76点 ￥19,000
No,9359 〃 カット野菜の保存処理方法 平.5-13 77点 ￥17,700
No,9479 〃 タケノコの処理加工方法と製品 昭.63-平.14 77点 ￥17,700
No,9301(A) 〃 大根の処理加工方法 平.3-13 74点 ￥17,000
No, 〃 (B) 〃 山芋の処理加工方法 平.3-13 64点 ￥14,700
No,9358 〃 青果物の鮮度保持包装方法 平.9-13 70点 ￥16,000
No,9745 〃 茄子の処理加工方法と製品 平.6-15 100点 ￥23,700
No,9581 〃 ポテト・サラダの製造加工方法 昭.63-平.14 72点 ￥18,600
No,9580 〃 焼芋の製造加工方法 昭.59-平.14 70点 ￥19,700
No,8237 〃 ショウガの処理加工方法と製品 平.1-8 59点 ￥21,700
No,9291 〃 サツマイモの処理方法と製品 平.11-13 58点 ￥13,600
No,8584 〃 〃 平.8-10 57点 ￥20,500
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1 梅干様食品及びその製造法
有限会社食品応用開発研
究所 38

松茸の新冷凍保存方法並びに松茸の
スライス新冷　凍保存方法並びに松茸
の氷温保存方法並びに松茸　のスライ
ス氷温保存方法

新居　高行

2 シート状食品及びその製造方法 不二製油株式会社 39 スライス玉葱の製造方法及び製造装置 ハウス食品株式会社

3 可食性紐の製造方法 本庄　増巳 40 キノコ加工食品の製造方法 ホクト産業株式会社

4 加工食品、その製造法及び成形装置 有限会社松兵衛 41 和え物用組成物 株式会社中埜酢店

5 乾燥野菜の製造方法 帯広川西農業協同組合 42
安定性に優れた乾燥植物体およびそ
の製造方法

三星食品株式会社

6 茸類とろろ様スライスとその製法 中下　和幸 43 焼上食品およびその製造方法 カゴメ株式会社

7 だいこんなます 下関魚類株式会社 44 澱粉性食品の製造法 不二製油株式会社

8 乾燥野菜の製造方法 株式会社クメタ製作所 45 シート状食品の製造法 森永製菓株式会社

9 食物加工装置 有限会社武田技研工業 46 半乾燥食品 岸本　實明

10 多孔質乾燥食品の製造方法 ハウス食品株式会社 47 玉ねぎの加工方法 大阪丸北商事株式会社

11 フレーク状食品の製造法 マルハ株式会社 48 結束状食品
株式会社比叡ゆば本舗ゆ
ば八

12
野菜添加インスタントシリアルおよびそ
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

49
フリーラジカル消去剤、これを含む組成
物及び新規食材

株式会社サラダコスモ

13 柑橘類の表皮の佃煮及その製造方法 今須　義行 50 球形状食品の表面被覆シート状食材 松山　睦

14 シート状食品およびその製造方法 高嶋　文江 51
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

15 吸引脱水装置、簾および吸引脱水盤 高嶋　文江 52 フレキブル野菜シートの製造方法 株式会社　ファースト・リバー

16 乾燥野菜の製造方法 三井ヘルプ株式会社 53
きのこのフライ食品およびその製造方
法

デイリーフーズ株式会社

17 シート状乾燥植物およびその製造方法 小原　正彦 54 マツタケの処理方法 須坂総業株式会社

18 長尺シート状食品の供給装置 味の素株式会社 55 インスタントタイプの吸いもの用椀種 株式会社大阪昆布フジイ

19 冷凍加工品の製造方法 株式会社サッポロ巻本舗 56 まったけの味噌漬 日高商事株式会社

20 シート状食品の製造方法 株式会社日健食品 57
熱い水性液体によって再構成すること
ができる乾燥生成物及びその調製方法

ベストフーズ

21 モロヘイヤ葉のりの製法 野島　敏 58
野菜果物シートの製造方法及びその製
造装置

有限会社桃商

22
スライスにんにくの製造方法及びこの方
法で製造されたスライスにんにく

株式会社土晃 59 ソフトな中間水分食品の製造方法
社団法人宮崎県ジェイエイ
食品開発研究所

23 フレーク材の製造方法 キャセイ食品株式会社 60 シート食品 株式会社ツキオカ

24
スライスにんにくの揚げ物の製造方法
及びこの方法で製造されたスライスに
んにくの揚げ物

株式会社土晃 61
アブラナ科野菜の処理方法、アブラナ
科野菜飲食物の製造方法及びアブラ
ナ科野菜飲食物

株式会社　伊藤園

25 多様構造の食材 築城　俊雄 62 キムチ・シート製造方法 こだま食品株式会社

26
青葉野菜の半乾燥食品およびその製
造方法

岸本　實明 63
食品付属用可食シート及びその製造方
法

松岡　敦子

27 新椎茸処理装置 株式会社染矢商店 64 大根薄片を皮に用いた餃子 森下　久美

28 カット椎茸の製造方法 株式会社染矢商店 65 食品 株式会社マイヤー

29 調味液付着食品の自動供給装置 ハウス食品株式会社 66 食品処理方法及び装置 株式会社リュウビ

30
シート状食品の製造方法およびこの製
造方法に用いる漉き用網

高嶋　文江 67
カット根菜類浸漬用組成物及びカット
根菜類の製造方法

株式会社ミツカングループ
本社

31
コラーゲン質の紐を用いた食品の製造
方法

ニッピコラーゲン工業株式
会社 68 野菜シートおよびその製造方法 三星食品株式会社

32
乾燥シート状紫蘇食品及びその製造方
法

住友　眞賢 69 調理野菜の食感改良方法 奥野製薬工業株式会社

33
乾燥野菜のβ－カロチン含量低下防
止剤

株式会社興人 70
にんにく臭の抑制されたにんにく含有
食品

味の素株式会社

34 あわび茸入り成形食品 山崎　貴雄 71
食用表皮シートとこれを用いたおにぎり
及び押し寿司

足立　恵市

35 シート状食品の製造方法 高嶋　文江 72 野菜の調理方法 奥野製薬工業株式会社

36 シート状乾燥植物の製造方法 小原　正彦 73
野菜の薄切りと水洗いを同時に行う方
法及び装置

ヒート　アンド　コントロール
インコーポレイテッド

37 漬物シート及びその製造方法 小原　正彦 74 食用茸のシート状加工食品 鰹節のカネイ株式会社

以下１１点省略

野菜シートの製造加工方法　　　No.9761
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