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惣菜調理装置の構造
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［公開編］平成４年～平成１３年（１０年間） ６７点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１５，４００－
◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１５，４００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２３，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9373 公開特許 餃子調理装置の構造 平.4-13 84点 ￥19,700
No,9092 〃 ハンバーガー調理装置 平.9-12 58点 ￥23,400
No,8141 〃 〃 平.5-8 79点 ￥34,400
No,8145 〃 回転式炒め装置の構造 平.1-8 74点 ￥27,700
No,8453 〃 食品加熱攪拌装置の構造 平.5-9 71点 ￥24,800
No,9372(A) 〃 めん類茹上げ装置の構造 平.4-13 132点 ￥30,700
No,7497(B) 〃 〃 昭.60-平.3 82点 ￥26,200
No,9372(B) 〃 めん類自動調理装置 平.4-13 83点 ￥19,300
No,7497(C) 〃 〃 昭.60-平.3 28点 ￥17,300
No,9250 登録・公開 フライヤーの構造と装置 平.13 73点 ￥18,200
No,9027 〃 〃 平.12 58点 ￥21,700
No,8834 〃 〃 平.11 73点 ￥29,600
No,8577 〃 〃 平.10 82点 ￥34,700
No,8330 〃 〃 平.9 60点 ￥23,700
No,9252 〃 米飯盛付加工装置の構造 平.13 64点 ￥16,000
No,9039 〃 〃 平.12 58点 ￥19,700
No,8847 〃 〃 平.11 91点 ￥34,500
No,8589 〃 〃 平.10 66点 ￥27,400
No,8331 〃 〃 平.9 76点 ￥31,600

*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 加圧蒸煮装置 株式会社日阪製作所 44 被把持物自動切り分け装置 三菱重工業株式会社

2 食品用ピュアスチーム発生器 株式会社日阪製作所 45 　惣菜の調整法および製造法 伊藤ハム株式会社

3 食品用ピュアスチーム発生器 株式会社日阪製作所 46 把持装置 三菱重工業株式会社

4 調理用蒸気釜装置 国近　栄二 47 パレット自動供給排出装置 三菱重工業株式会社

5 回転式加圧蒸煮釜 株式会社日阪製作所 48 連続式食品蒸し焼き乾燥殺菌装置 株式会社宇賀神製作所

6 食品の攪拌調理方法とその装置 株式会社サンゴー 49 蒸気式調理器 ニチワ電機株式会社

7 積層状空容器の分離供給装置 株式会社ニチロ 50 惣菜の蒸し調理方法 株式会社アイホー

8 真空調理装置
株式会社エム・ワイ・エンジ
ニアリング

51
蒸煮釜等に用いる蓋シール装置及び
この装置を備えた圧力又は真空容器

株式会社日阪製作所

9 ブロック状惣菜の自動搭載装置 株式会社オリイ 52
調理装置の加熱釜壁面温度センサお
よび加熱調理方法

梶原工業株式会社

10 惣菜材料の搬送切断装置 株式会社ニチロ 53 惣菜の調理方法 株式会社アイホー

11 中芯入りロール巻食品の製造法 株式会社ニチロ 54 惣菜の調理方法 株式会社アイホー

12 惣菜用野菜の煮沸方法 株式会社三幸 55 惣菜用容器 株式会社アイホー

13 ブロック状惣菜用ロボットハンド装置 株式会社オリイ 56
惣菜保存用容器およびそのシール用
シート

株式会社サントク

14 ゆで、揚げ方法及びゆで、揚げ機
株式会社三栄コーポレー
ションリミテッド

57
ホット弁当の製造方法及びその製造装
置

株式会社日阪製作所

15
パック食品の加熱調理方法及びその
装置

フジモリプラケミカル株式会
社

58 蒸気調理装置 東京瓦斯株式会社

16 煮豆等の水煮装置 株式会社日阪製作所 59 過熱蒸気を用いた食品調理用装置 サン・プラント工業株式会社

17 連続式茹で・殺菌機 新東ユニ株式会社 60 食品調理用過熱蒸気発生装置 サン・プラント工業株式会社

18
定量押出充填機用原料惣菜多列供給
装置

株式会社イズミフードマシ
ナリ

61 惣菜の調理方法 株式会社アイホー

19 惣菜混練物の定量押出充填機
株式会社イズミフードマシ
ナリ

62 蒸し器及び被調理部昇降装置 日本洗浄機株式会社

20 惣菜混練物の押圧成形用パッド
株式会社イズミフードマシ
ナリ

63 調理機装置 梶原工業株式会社

21 加熱調理方法及びその装置 梶原工業株式会社 64 調理機装置 梶原工業株式会社

22 食品の製造方法およびその装置 日本水産株式会社 65 調理機装置 梶原工業株式会社

23 調理装置 日本洗浄機株式会社 66 調理機装置 梶原工業株式会社

24 流動性食品供給装置 日本洗浄機株式会社 67 蒸気加熱式調理装置 服部工業株式会社

25 調理装置 日本洗浄機株式会社

26 惣菜類の短時間殺菌製造方法 株式会社日阪製作所

27
異種食材の同時調理方法と調理用食
材リテーナ

株式会社日阪製作所

28 食品の減圧冷却方法およびその装置 梶原工業株式会社

29 惣菜の蒸し方法および装置 株式会社アイホー

30 惣菜の自動盛付方法及び装置 三菱重工業株式会社

31
マイクロ波解凍加熱装置及び解凍加
熱用補助器具

新日本無線株式会社

32 自動販売機用加熱保温装置 谷口工業株式会社

33 蒸煮釜の脱気方法および装置 株式会社日阪製作所

34 低温蒸煮装置 村田　英治

35 惣菜の製造方法 村上　謙次

36 被加工物の温度管理装置 株式会社イシダ

37 弁当惣菜盛り付け用コンベヤ 丸大食品株式会社

38
蒸煮装置の復圧脱気均一加熱方法お
よび装置

株式会社日阪製作所

39
穀類、豆類、根菜類等の加熱調理方
法及び装置

株式会社日阪製作所

40 惣菜蒸し装置における惣菜載置棚 株式会社アイホー

41 食品蒸機 富田　恭三

42
蒸煮装置の復圧脱気均一加熱方法及
び装置

株式会社日阪製作所

43 高圧処理による惣菜の製造方法 四国化工機株式会社 以上６７点収録
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[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　６７点

CD-ROM版　　　￥15,400    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥15,400

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥23,000　）


