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ピザ・パイの製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１０年～平成１６年（７年間） １００点

(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２９，０８５－ ￥２７，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２９，０８５－ ￥２７，７００－

（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４３，０５０－ ￥４１，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)

No,8549(A) 公開特許 ピザ・パイの製造方法 平.7-9 51点 ￥19,800

No,7903(A) 〃 〃 平.4-6 42点 ￥17,300

No,7339(A) 〃 〃 昭.62-3 57点 ￥21,000

No,8459(B) 〃 お好み焼きの製造方法 平.7-9 46点 ￥18,200

No,7903(B) 〃 〃 平.4-6 50点 ￥19,800

No,7339(B) 〃 〃 昭.62-3 59点 ￥21,400

No,8457 〃 グラタン類の製造加工方法 平.5-9 64点 ￥23,300

No,9416 〃 コロッケの製造加工方法 平.4-13 84点 ￥19,400

No,9417 〃 ピラフ・チャーハンの製造加工方法 平.4-13 82点 ￥19,200

No,9334 〃 オムレツの製造加工方法 平.5-13 82点 ￥19,700

No,8899 〃 かき揚げの製造方法 平.2-11 87点 ￥30,000

No,9279 〃 フライ済み冷凍食品の製造方法 平.10-.11 66点 ￥15,100

No,8841 〃 〃 平.8-9 67点 ￥23,500

No,8378 〃 〃 平.6-7 69点 ￥24,700

No,8022 〃 〃 平.3-5 56点 ￥23,700

No,7629 〃 〃 昭.61-平.1 67点 ￥25,900

*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。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容

ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入

題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1
チーズ様乳化組成物及びその製造方
法

ミヨシ油脂株式会社 36
パンピザ用クラストの製造方法並びに
該クラストの製造用カバー

日本ケンタッキー・フライド・
チキン株式会社

2 ピザまたは冷凍ピザの製造方法 アサマ化成株式会社 37 ピザ包装用保持具 株式会社　デイリーはらしま

3 ピザまたは冷凍ピザの製造方法 アサマ化成株式会社 38
電子レンジ加熱用クリスピーピザ及び
その製造法

日本製粉株式会社

4 ピザパイ
株式会社アオキーズ・コー
ポレーション

39
加熱された食品、特にピザ等を輸送す
るための容器

アガピ・トレード・アクチェン
ゲゼルシャフト

5 ピザ生地の製造方法
株式会社プロントコーポ
レーション

40 ペースト状の乳加工品およびその用途 株式会社雪里

6
ピザ台様食品用の調整粉およびこれ
を使用した食品の製造法

鳥越製粉株式会社 41 冷凍食品及びその製造方法 雪印乳業株式会社

7
ピザ台用プレミックス及びこれを用いた
ピザ台

日清製粉株式会社 42 電子レンジ加熱用容器 株式会社ニチレイ

8 チーズ様食品の製造方法 雪印乳業株式会社 43
電子レンジ加熱調理用食品及びその
製造方法

明治乳業株式会社

9 新規なピザ用クラスト及びその製造法 雪印乳業株式会社 44 新規澱粉性食品の製造法 江崎グリコ株式会社

10 ピザクラスト 雪印乳業株式会社 45
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

11 ピザクラスト及びその製造方法 日本ハム株式会社 46
小麦粉製品用生地改良剤、生地及び
小麦粉製品

奥本製粉株式会社

12
お茶入りのピザ（頭の良くなるお茶菓
子）

内藤　晃一 47 カレー風味のペースト状組成物 鐘淵化学工業株式会社

13 電子レンジ食品 雪印乳業株式会社 48 ピザクラスト及びその製造方法 雪印乳業株式会社

14
生地ディスクを製造するための方法及
び装置

レオナルド　グリエコ 49 食品組成物
エイチケー　ルオカタロ　オ
イ

15 ピザおよびその製造方法 雪印乳業株式会社 50
付合せを乗せた平坦な生地をマイクロ
波オーブン中で加熱するためのサセプ
タ

ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

16 ピザ用の生地玉、ピザ生地、及びピザ 河村　修美 51
レトルト処理されたカレー風味のペース
ト状組成物

鐘淵化学工業株式会社

17 ピザクラスト及びその製造方法 雪印乳業株式会社 52
蒸し焼き食品の温蔵方法及び温蔵装
置

味の素株式会社

18 ピザクラスト及びピザの製造方法 日本シェーキーズ株式会社 53 お茶入りピザ 株式会社ショーミイ

19 ピザクラスト及びピザ 日本シェーキーズ株式会社 54
ナポリスタイル・ピザクラストの製造方法
と製造装置

有限会社奥村食研

20 ピザ類用穀粉組成物 日清製粉株式会社 55 ぴざすぱ、ぴざぴらふ及びぴざどりあ 白石　多喜代

21 新規のふくらまし酸組成物
ローディア　インコーポレイ
ティド

56 ピザ台およびピザパイの製造法 日清製粉株式会社

22 ピザの製造法 松谷化学工業株式会社 57 ピザの製造方法及びその装置 雪印乳業株式会社

23
ピッツア生地の製造方法、及び製造手
段と、焼成手段

渡邊　健治 58 ピザの製造および配達方法
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

24 ピザ用クラスト及びその製造方法 雪印乳業株式会社 59 穀粉含有食品類及びその製造方法 味の素株式会社

25 ピザクラスト及びピザの製造方法 ライオンフーヅ株式会社 60 ピザクラスト用冷凍生地 ミツワフーズ株式会社

26 電子レンジ調理用ピザ 雪印乳業株式会社 61 自然薯入りピザ生地の製造方法 佐藤　昭

27
プレカットクラストの製造方法及びこれ
に使用する切断部材

株式会社ジェーシー・フー
ズ

62 ラップサンドの製造方法 株式会社フォーシーズ

28 カット食品 雪印乳業株式会社 63
容器入り冷凍食品、チルド流通食品及
び常温流通食品、及びその製造方法

株式会社デリカシェフ

29 ピザ生地など食品生地の加工方法 大阪自動機株式会社 64 おからを用いた食品 大野　京子

30 ピザ生地 株式会社ピエトロ 65
肉類及び／又は魚介類の品質安定化
剤、これを用いた肉類及び／又は魚介
類の品質安定化方法・・・

株式会社東農園

31 冷凍ピザ 辰巳　嘉晃 66 ピザ生地製造方法 伊藤ハム株式会社

32 電子レンジ調理用ピザ 雪印乳業株式会社 67 ピザ生地をベースにした食品 藤本　健一

33
小麦粉生地およびそれを用いた加工
食品

雪印乳業株式会社 68 起立陳列可能な加工食品 伊藤ハム株式会社

34
イカを主材とした加工食品並びにピザ
生地若しくはパン生地の製造方法

新潟県 69 加工餅 柳澤　賢一

35
餅様食感を有するピザクラスト及びピ
ザ

雪印乳業株式会社 70 おから配合膨化食品 但馬屋食品株式会社

以下３０点省略

ピザ・パイの製造方法　　　No.9895

[公開編]　　平成10年～平成１６年（7年間）　　100点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥29,085   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥29,085　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥43,050　）




