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No,9958 公開特許 業務用スチームコンベクションオーブン 平.13-17 82点 ￥29,700

No,9092 公開特許 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,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,8291 〃 卵料理装置の構造 平.5-8 69点 ￥20,000

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,8171 〃 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,9556 〃 焼鳥製造機の構造 平.7-14 87点 ￥20,000

No,7836 〃 〃 平.4-6 61点 ￥21,900

No,7333 〃 〃 平.2-3 69点 ￥21,400
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1
過熱蒸気発生装置及び加熱蒸気処理
装置

平松　博好 35 加熱装置 株式会社関西テック

2 食品加工方法 株式会社瀬田技研 36 加熱器の熱気漏れ防止フード 株式会社中西製作所

3 過熱水蒸気を用いた食品の調理設備 豊田テクノ株式会社 37 過熱蒸気を利用した調理装置 日本調理機株式会社

4 食材蒸し装置 株式会社中西製作所 38
冷凍食品の調理方法及び冷凍食品用
解凍機

株式会社キンレイ

5 炊飯方法及び炊飯装置 食協株式会社 39 過熱蒸気調理器及び蒸気発生装置 直本工業株式会社

6
食品加工調理方法及び食品加工調理
装置

食協株式会社 40 過熱水蒸気発生装置 第一高周波工業株式会社

7 高温加圧熱水発生装置 食協株式会社 41 コンベア加熱装置 株式会社瀬田技研

8 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 42
過熱蒸気含有高温熱水による調理方
法並びにその調理装置

株式会社エコノス・ジャパン

9 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 43 常圧過熱蒸気による焼成装置 ジョンソンボイラ株式会社

10 有圧過熱蒸気による植物素材処理法 有限会社オバラフローラ 44
過熱蒸気の発生装置及びその発生方
法

柴田　勝美

11 食品加熱装置 株式会社イケウチ 45 食品調理装置 直本工業株式会社

12
ロータリー炒め機ならびに炒め玉葱お
よびソフリットの製造方法

味の素株式会社 46 過熱水蒸気による食品の処理方法 豊田　二郎

13
過熱蒸気発生装置と該装置を利用し
た加熱装置、炭化乾留装置、過熱蒸
気噴射装置及び調理器

株式会社関西テック 47 食品素材の焙煎方法 マルヤス工業株式会社

14 玉子の加熱調理方法 株式会社あじかん 48
過熱水蒸気による密封容器内の豆乳
粥を殺菌および調理加工の方法

豊田　二郎

15
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 49 食品加熱装置及び食品加熱方法 愛技産業株式会社

16 調理加熱装置 株式会社中西製作所 50 蒸熱装置 株式会社神代製作所

17 過熱蒸気発生装置 柴田　勝美 51
過熱水蒸気による加熱方法及びその
装置

デリカート株式会社

18
過熱蒸気発生装置及び過熱蒸気処理
装置

サーモ・エレクトロン株式会
社

52 加熱処理装置 第一高周波工業株式会社

19
粒状食品の加工装置及びその加工方
法

株式会社瀬田技研 53 過熱蒸気を用いた加熱装置 若山　護

20 過熱蒸気による食品類加工装置 株式会社瀬田技研 54 加熱調理装置 エナジーサポート株式会社

21
粉粒体の過熱水蒸気処理装置又は粉
粒体の過熱水蒸気による処理方法

株式会社瀬田技研 55 過熱蒸気発生装置 野村　正己

22 過熱蒸気による焙煎装置 寺島　武夫 56 蒸気式調理装置 東京電力株式会社

23 加熱処理装置 ジョンソンボイラ株式会社 57 過熱蒸気発生装置 新立電機株式会社

24
食品の加熱調理方法及び加熱調理装
置

梶原工業株式会社 58 常圧過熱蒸気を熱源とする処理装置 小野　達實

25
穀類炊き上げ方法及び穀類炊き上げ
装置

株式会社瀬田技研 59 多用途調理装置 株式会社ビジネスアクト

26 過熱蒸気発生方法及びその装置 柴田　勝美 60
過熱蒸気発生装置、及び該過熱蒸気
発生装置を備えた加熱処理装置

堀江金属工業株式会社

27
過熱蒸気乾燥方法並びに過熱蒸気乾
燥装置

株式会社エコノス・ジャパン 61 油揚げの製造方法及びその製造装置 太平工業株式会社

28 調理機および調理システム 株式会社アイホー 62 魚節類の製造方法 日本たばこ産業株式会社

29 過熱蒸気発生装置 マルヤス工業株式会社 63 蒸し庫及び蒸し庫の制御方法 株式会社瀬田技研

30 過熱蒸気発生装置 株式会社中西製作所 64 加熱装置 株式会社ナ・デックス

31
過熱器およびそれを用いた食品加熱
装置

株式会社アルス 65 過熱蒸気発生装置
株式会社パイコーポレー
ション

32
過熱蒸気による食品類加工装置及び
方法

株式会社瀬田技研 66
低圧高温過熱蒸気を用いた食品素材
の調理方法とそれに用いる低圧高温
過熱蒸気装置

豊田　二郎

33 過熱蒸気調理装置 北陸電力株式会社 67 過熱蒸気発生装置 三浦工業株式会社

34 焙煎方法および焙煎装置 株式会社関西テック 以下32点省略

過熱蒸気調理装置の構造　　　No.10221

[公開編]　　平成13年～平成19年（7年間）　　　99点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥31,185    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥31,185　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥47,250　）


