
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜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！

(税込価格) (本体価格)

￥２２，０５０－ ￥２１，０００－

￥２２，０５０－ ￥２１，０００－

￥３２，５５０－ ￥３１，０００－

(本体価格)

No,8184 公開特許 平.5-8 67点  ￥24,700

No,8185       〃 平.5-8 60点  ￥23,000

No,9511       〃 平.10-14 100点  ￥20,000

No,8388       〃 平.7-9 77点  ￥25,600

No,7781       〃 平.4-6 76点  ￥24,700

No,7351       〃 昭.63-平.3 79点  ￥25,000

No,8872       〃 平.8-11 59点  ￥19,700

No,8061       〃 平.4-7 78点  ￥24,700

No,7466       〃 昭.60-平.3 60点  ￥19,700

No,10167 登録・公開 平.18-19 68点 ￥21,700

No,9924       〃 平.16-17 70点  ￥21,000

No,9664       〃 平.14-15 70点  ￥16,300

No,9276       〃 平.12-13 71点  ￥16,300

No,8819       〃 平.10-11 71点  ￥25,000

No,8389 公開特許 平.8-9 63点 ￥24,800

No,8044       〃 平.6-7 72点  ￥26,700

No,7632       〃 平.3-5 62点  ￥23,700

No,7028       〃 昭.62-平.2 54点  ￥19,800

No,10166 登録・公開 平.18-19 70点  ￥19,600

No,9922       〃 平.16-17 70点  ￥19,600

No,9662       〃 平.14-15 70点  ￥16,100
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。

（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

手打ち風麺類の製造方法と装置

既刊関連セットのご案内

               〃

冷凍麺の製造加工方法と製品

               〃

               〃

               〃

               〃

素麺製造加工装置の構造
[公開編]平成11年～平成20年（10年間）　　70点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３５７Ｂ

お   申   込   書

               〃

               〃

生めんの保存方法

               〃

               〃

               〃

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

手延べ風麺類の製造方法と装置

乾麺類の製造加工方法

               〃

               〃

               〃

うどんの製造加工方法

               〃

               〃

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

合計 ￥

http://www.itdc-patent.com


1 乾燥用トレー 株式会社パックス 46 小引装置 有限会社マルブン

2 製麺装置の接続構造 株式会社中岡工業所 47 食品生地成形装置 株式会社寺内

3
三角麺類または五角麺類の製造装置
および製造方法

株式会社岩手製麺 48 手延べ麺製造用小引き方法 有限会社エフケン

4 三角麺類 株式会社岩手製麺 49 乾麺用計量器 福田　命

5 麺移載装置 有限会社マルブン 50 麺線収納装置及び油塗布装置 福島　繁博

6 乾麺移載装置 西村製作有限会社 51 ブレード及び送風機 有限会社マルブン

7 二重構造麺の押出装置 桧山　修 52 棒状体計量装置 株式会社旭

8 麺帯収納機
朝永エンジニアリング株式
会社

53
長尺物食品等の否寸断定量分割機、
形成機、食品製造方法、及び製造方
法により製造した食品。

岸本　康邦

9 乾麺裁断装置 西村製作有限会社 54 麺製造装置に用いる麺掛棒 有限会社エフケン

10
手延べ用三角麺線成形装置及び手延
べ三角麺の製造方法

株式会社岩手製麺 55 麺の細径化装置 株式会社湯本製作所

11 連続麺生地製造装置 さぬき麺機株式会社 56 包装袋体の押圧攪拌装置 有限会社豊浜技研

12
乾物の製造方法およびそれに使用す
る制御装置

株式会社シキシマ 57 麺及びその製造方法及び製造装置 星野物産株式会社

13 連続麺生地製造装置 さぬき麺機株式会社 58
冷水機及び冷水式除湿装置並びに乾
燥機

株式会社芝村熱利用開発

14 多加水麺用麺帯機 さぬき麺機株式会社 59 麺線巻入機 株式会社湯本製作所

15 製麺方法及びその装置 株式会社スズキ麺工 60 麺線巻入機 株式会社湯本製作所

16 麺熟成用室 株式会社中岡工業所 61 麺線巻入機 株式会社湯本製作所

17 麺線延伸装置 株式会社中岡工業所 62 麺紐延ばし装置 松本　敏博

18 棒状物の結束装置 株式会社カワカミ 63 麺線巻入装置 株式会社湯本製作所

19 管整理装置 西村製作有限会社 64 麺線の細径化装置 株式会社湯本製作所

20 管挿入装置 西村製作有限会社 65 茹麺の自動計量方法及びその装置 シマダヤ株式会社

21 麺干ハタの管受け枠及び麺干ハタ 株式会社中岡工業所 66 麺線巻入装置の巻入速度調整装置 株式会社湯本製作所

22 定量充填装置 株式会社産業機器研究所 67 素麺ハタの裾切払い機 福島　繁博

23
麺類を熟成箱へ取り入れる搬送機の
アーム作動機構

宮森　豊 68 麺紐延ばしローラ装置 松本　敏博

24 冷風乾燥装置 和菱テクニカ株式会社 69 屑麺線溶解装置 有限会社マルブン

25 袋除去方法並びに袋除去装置 株式会社モリプラント 70 棒状乾麺の処理用バスケット 株式会社フィードアップ

26 湯煎式製麺器兼用製餅器 森谷　紀夫

27 麺棒節取り装置
有限会社木崎エンジニアリ
ング

28 乾麺の乾燥方法及びその施設 兵庫県手延素麺協同組合

29 乾麺の簡易分量計 株式会社かもがた本舗

30
多重層麺生地製造装置および製造方
法

さぬき麺機株式会社

31 乾麺の結束システムおよび方法 株式会社イシダ

32 こびき装置 株式会社スズキ麺工

33 包装機 株式会社メデック

34 麺掛装置 有限会社マルブン

35 麺線巻掛け装置 有限会社マルブン

36 麺線下端部切取装置 西村製作有限会社

37 製麺装置 株式会社モリチュウ

38 麺類乾燥室 福島　繁博

39 自動麺線巻掛装置 有限会社マルブン

40 製麺装置 藤井製麺株式会社

41 麺類乾燥室 有限会社マルブン

42
パスタや麺類、および麺類と類似の主
原料を用い、麺類と類似の製法を用い
る食品の製造方法

早房　長信

43 裁断残麺の乾燥装置 夏川　靖朗

44
麺類用の回転式裁断装置及びその装
置により切出された麺線

株式会社キンレイ

45 棒状物品の搬送装置 株式会社フジキカイ 以上70点収録

素麺製造加工装置の構造   No.10357B

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥22,050    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥22,050　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,550　）

[公開編]　　平成11年～平成20年（10年間）　　　　70点
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