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冷凍パン生地の製造加工方法
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［公開編］平成１３年～平成１６年（４年間） ７０点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２６，５６５－ ￥２５，３００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２６，５６５－ ￥２５，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３８，８５０－ ￥３７，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9207 公開特許 冷凍パン生地の製造方法 平.10-12 71点 ￥25,300
No,8462 〃 〃 平.8-9 63点 ￥25,500
No,8028 〃 〃 平.6-7 67点 ￥23,300
No,7644 〃 〃 平.4-5 75点 ￥28,900
No,7367 〃 〃 平.2-3 72点 ￥24,000
No,6784 〃 〃 昭.63-平1 80点 ￥26,700
No,6388 〃 〃 昭.61-62 57点 ￥19,700
No,9101 〃 クッキーの製造加工方法 平.9-12 71点 ￥27,400
No,8214 〃 〃 平.5-8 75点 ￥29,600
No,8026 〃 ドーナツの製造加工方法 平.1-7 61点 ￥24,000
No,9115 〃 カステラ類の製造加工方法と製品 平.2-12 70点 ￥24,600
No,6950 〃 〃 昭.57-平.1 67点 ￥23,700
No,9332 〃 シュー・ミックスの組成と製造加工方法 平.5-13 72点 ￥18,000
No,9208 〃 ケーキ・ミックスの組成と製造加工方法 平.10-12 63点 ￥21,700
No,8461 〃 〃 平.7-9 64点 ￥23,300
No,6805 〃 〃 昭.61-平.1 65点 ￥23,000
No,5868 〃 〃 昭.58-60 62点 ￥21,700
No,8463 〃 電子レンジ加熱用パンの製造方法 平.5-9 61点 ￥24,700
No,9185 公告特許 クッキーの製造加工方法 平.6-12 63点 ￥23,700

*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 澱粉質組成物の製造方法 明星食品株式会社 35 冷凍可能な焼成小麦粉製品の製造法 不二製油株式会社

2 パン類の品質改良剤 三井ヘルプ株式会社 36 冷凍食品の解凍方法 山崎製パン株式会社

3 冷凍パン生地の調理装置 松下冷機株式会社 37 即席パン ケロッグ　カンパニー

4 玉状冷凍パン生地の焼成前処理方法 味の素株式会社 38 海洋深層水を利用した加工食品 日本たばこ産業株式会社

5 パンの製法 協和醗酵工業株式会社 39 乾燥耐性酵母 鐘淵化学工業株式会社

6
パラータ様食品製造用ミックス粉、パ
ラータ様食品用生地、パラータ様食品
及びそれらの製造方法

日本製粉株式会社 40 冷蔵生地製パン法及び本法によって
得られるパン類

独立行政法人　農業技術
研究機構

7 ドウコンディショナー 味の素株式会社 41 パン類の製造方法 豊年リーバ株式会社

8 イースト発酵食品用生地の製造方法 日清製粉株式会社 42
穀物乳酸菌類醗酵生成物添加冷凍パ
ン類生地及び穀物乳酸菌類醗酵生成
物添加冷凍パン・・・

株式会社ツインスターズ

9 澱粉質食品生地練り込み用水中油型
乳化油脂組成物

鐘淵化学工業株式会社 43 層状食品の製造法 鐘淵化学工業株式会社

10 油脂組成物 味の素株式会社 44 冷凍パン用酵母の製造方法 鎌田　千穂

11 パン生地練り込み用呈味フィリング及
び呈味フィリング含有パン

株式会社田中食品興業所 45 冷凍耐性パン酵母 鐘淵化学工業株式会社

12 調理し立て食品の製造方法及び製造
システム

味の素株式会社 46
高ボリューム対応ベーカリー用成形冷
凍生地及びそれを用いたベーカリー製
品・・・

日本ケンタッキー・フライド・
チキン株式会社

13 パン類食品用改良剤 日本たばこ産業株式会社 47 菓子類の製造方法 敷島製パン株式会社

14 冷凍パン生地の製造方法 伸栄産業株式会社 48 パン類の冷凍方法 日清製粉株式会社

15
酵母、冷凍パン生地、乾燥パン酵母、
発酵食品、含塩発酵食品及び発酵食
品製造方法

秋田県 49
気泡偏在食品形成用油脂組成物およ
びそれを含有する気泡偏在食品冷凍
生地

日本たばこ産業株式会社

16 生地の芯棒 伊藤景パック産業株式会社 50 穀粉含有生地組成物及びその製造法 味の素株式会社

17 穀粉焼成品用生地改良剤およびそれ
を含有する穀粉焼成品用生地

奥本製粉株式会社 51 乾燥酵母 鐘淵化学工業株式会社

18 パン品質改良剤
オリエンタル酵母工業株式
会社 52 冷凍生地用乾燥酵母 鐘淵化学工業株式会社

19 パンの製造方法 日本製粉株式会社 53 冷凍生地形成のプロセス ダニスコ　エイ／エス

20 アミノ酸高蓄積実用パン酵母
農林水産省食品総合研究
所長 54 冷蔵ベーカリドウ製品

ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

21 冷凍パン生地用自動発酵庫 松下冷機株式会社 55 冷凍充填した酵母－発酵パン製品お
よびその製造方法

ルーイージノズ　インコーポ
レイテッド

22 成形冷凍パン生地の焼成前処理方法 味の素株式会社 56 新規パン酵母および該酵母を含有す
る生地

鐘淵化学工業株式会社

23 製パン方法 味の素株式会社 57 パン類のグルテン形成方法 株式会社ポンパドウル

24 パン酵母及びこれを用いたパンの製造
法

味の素株式会社 58 棒状の調理食品 林兼産業株式会社

25 パン類の製造方法 奥本製粉株式会社 59 具材入りパン包装体 プリマハム株式会社

26 電子レンジ加熱適応調理パン ユニコロイド株式会社 60 冷凍生地を用いたパンの調理装置 松下冷機株式会社

27
発酵済みもしくは発酵を必要としない
未焼成冷凍パンの解凍焼成ならびに
その販売方法

株式会社ダイハン 61 冷凍パン生地改良剤 日東製粉株式会社

28 フィリング含有パン類の製造方法 山崎製パン株式会社 62 冷凍生地を用いたパンの調理装置 松下冷機株式会社

29 パン類の冷凍生地およびその製造方
法

日澱化學株式会社 63 冷凍生地を用いたパンの調理装置 松下冷機株式会社

30 光波オーブン用冷凍成形生地 日清製粉株式会社 64 冷凍パン食品及びその製造方法 東京技研フーズ株式会社

31 トランスグルタミナーゼ含有油脂組成
物並びにその製造法及び用途

味の素株式会社 65 ナン様の外観を有するパンの製造方
法、及び該パンを用いた調理パン

日本ケンタッキー・フライド・
チキン株式会社

32 油脂組成物及びその製造方法、並び
にそれを含んだ食品

味の素株式会社 66 冷凍熟成種、その製法およびそれを用
いたベーカリーシステム

株式会社ベーカリーシステ
ム研究所

33 冷凍パン生地及びその製造方法 日本製粉株式会社 67 冷凍用蒸しパン及びその製造方法 長谷川　南

34 冷凍生地改良剤 旭電化工業株式会社 68 ミネラル高含有パン酵母及びそれを用
いたパン

日本たばこ産業株式会社

以下２点省略

冷凍パン生地の製造方法　　　No.9892

[公開編]　　平成１３年～平成１６年（４年間）　　７０点
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