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フライ材料整形装置の構造
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成９年～平成１７年（９年間） ８８点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２５，８３０－ ￥２４，６００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２５，８３０－ ￥２４，６００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３７，８００－ ￥３６，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8171 公開特許 フライ材料整形装置の構造 平.4-8 60点 ￥23,700
No,9845 〃 回転式炒め装置の構造 平.9-16 74点 ￥27,900
No,8145 〃 〃 平.1-8 74点 ￥27,700
No,9852 〃 食品加熱攪拌装置の構造 平.10-16 81点 ￥27,400
No,8453 〃 〃 平.5-9 60点 ￥20,400
No,9374 〃 餃子調理装置の構造 平.4-13 84点 ￥19,700
No,9422 〃 炒飯調理装置の構造 平.4-13 82点 ￥18,800
No,9423 〃 惣菜調理装置の構造 平.4-13 67点 ￥15,400
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,8291 〃 卵料理装置の構造 平.5-8 69点 ￥22,000
No,8147 〃 自動魚焼装置の構造 昭.62-平.8 89点 ￥27,700
No,9557 〃 タコ焼・お好み焼製造装置の構造 平.12-14 64点 ￥16,000
No,8859 〃 〃 平.9-11 57点 ￥23,300
No,8118 〃 〃 平.4-8 69点 ￥29,700
No,9555 〃 スープ類の供給装置 平.5-14 75点 ￥20,000
No,9530 〃 業務用加湿温蔵装置の構造 平.5-14 100点 ￥20,000
No,9919 登録・公開 フライヤーの構造と装置 平.17 74点 ￥22,200
No,9776 〃 〃 平.16 90点 ￥20,700
No,9637 〃 〃 平.15 80点 ￥18,400
No,9438 〃 〃 平.14 85点 ￥19,500
*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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1
成形材料を成形する成形装置及び成
形法

スタイン、インク 37
油揚げ加工食品の製造方法および製
造装置

有限会社やまもと

2 天ぷら衣製造装置 ホシザキ電機株式会社 38 揚げ玉製造方法及び装置 有限会社三浦製麺

3 天ぷら衣製造装置 ホシザキ電機株式会社 39 かき揚げ天ぷらの製造装置 株式会社金竜食品産業

4 かき揚げ成形装置 有限会社ウエカツ 40 成形食品の製造方法 味の素株式会社

5 掻揚げ具自動供給装置 有限会社ウエカツ 41
揚げ物食品製造方法、揚げ物食品製
造装置及び食用油浄化剤

福助工業株式会社

6 天ぷら製造方法及び装置 株式会社マンヨー食品 42 粉付機における粉体の飛散防止装置 アサヒ装設株式会社

7 天ぷら全自動製造方法及び装置 株式会社マンヨー食品 43
天ぷら自動製造方法および自動製造
装置

株式会社渡辺ハゲ天

8
天ぷら自動製造方法とその自動製造
装置

株式会社ニチロ 44 成型食品の製造方法 雪印乳業株式会社

9 粒状天ぷらの製造方法 株式会社金竜食品産業 45 食品成形装置及び食品成形方法 有限会社アイケン

10 自動粉付機 中新　通 46
粉付機におけるレシーブユニットと、そ
れを使用する粉付機

アサヒ装設株式会社

11
成形可能な材料を成形する成形装置
及び成形方法

スタイン、インク 47
かき揚げの製造装置とかき揚げの製造
方法とかき揚げ

有限会社　大鐘

12
軟質包皮への詰物の注入方法および
装置

株式会社和泉工業 48 食品用粉付け装置 サン・プラント工業株式会社

13 食品の表面コーティング方法及び装置 株式会社マンヨー食品 49 製品に微粉材料を被覆する装置
コッペンス　ベスローテン
フェンノートシャップ

14 天ぷら衣の製造方法及び装置 株式会社マンヨー食品 50 食品への粉体まぶし装置 株式会社ニチレイ

15 成形食品の２次加工装置 和田　敬 51
粉体と固形物の同時送り装置及び該
送り装置を備えた食品への粉体まぶし
装置

株式会社ニチレイ

16
花揚げ天ぷら製造方法と天ぷらの衣
花揚装置

三菱重工業株式会社 52
食品への粉体類まぶし用ドラム及び該
ドラムを備えた粉体類まぶし装置

株式会社ニチレイ

17 食品用自動粉付け装置 サン・プラント工業株式会社 53 天ぷら用の揚げ枠
協同組合　フレッシュフーズ
サプライ

18
食品における余剰粉状物除去装置及
び余剰粉状物除去装置を有する自動
粉付け装置

サン・プラント工業株式会社 54 フライ食品の製造装置 小野食品興業株式会社

19
花揚げ天ぷらの製造方法とその製造
装置

三菱重工業株式会社 55 揚げ物用リンク゛ 有限会社大勝

20 天ぷらの製造装置 株式会社金竜食品産業 56 食品成形装置及び食品成形方法 有限会社アイケン

21 球形食品製造機 トキ工業株式会社 57 食品加工機における粉散布装置 株式会社前川製作所

22 かき揚げ製造装置 株式会社島津機械製作所 58
フライ済み食品の製造方法及びその
装置

味の素株式会社

23 天ぷら製造方法 株式会社マンヨー食品 59 自動調理機 株式会社サミー

24 天ぷら製造装置 株式会社マンヨー食品 60 自動調理機 株式会社サミー

25 かき揚げ製造装置 株式会社島津機械製作所 61 微粒子材料除去用空気ユニット
シーエフエス・バケル・
ベー・ブイ

26
花揚げ天ぷらの製造方法とその製造
装置

三菱重工業株式会社 62 揚げ物を成形する方法および装置 ケリー・インコーポレイテッド

27 パン粉コーティング装置 コッペンス　ビー・ブイ 63 食品片成形用押出機及び型枠 ケリー・インク

28
食品具材に揚げ油を浸透させ、あるい
は食品具材に粉末油脂か液状ショート
ニングをまぶすか．．．

宍戸　弘 64 成形
ストーク　ペーエムテー
ベェー．フェー．

29 天ぷら製造装置 株式会社マンヨー食品 65 揚げ機装置 ウルリッヒ　マウラー

30 粉体循環式粉付機 株式会社コバード 66 食品製造方法 ベルク工業有限会社

31 粉体食品供給装置 株式会社ニチレイ 67 フライ用具材のキャリヤー 日清オイリオ株式会社

32
天ぷら揚げ用成形金型および天ぷら
製造方法

株式会社アンドウ 68
フライ調理用補助装置、フライ調理装
置及びフライ調理方法

株式会社ハルモニア

33 粉又は粘体の溶解装置 乾計画株式会社 69 食品送り出し装置 株式会社ニチレイ

34 天ぷらの製造方法及びその装置 サン・プラント工業株式会社 70
フライ・天ぷら用エビ材料の自動製造
方法及び装置

森　哲郎

35 揚げ物の製造方法および装置
株式会社フロンティアエン
ジニアリング

71
流動性の食品材料の成形方法及び成
形装置

サン・プラント工業株式会社

36
即席食品用の乾燥てんぷらとその製造
法

合資会社高木食品 72
かき揚げ天ぷら用衣付き具材の製造
方法とかき揚げ天ぷらの製造方法

上埜　盛生

以下１６点省略

フライ材料整形装置の構造 　　　No.9956

[公開編]　　平成9年～平成17年（9年間）　　　８８点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,830    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,830　　　（全て税込価）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）


