
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

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ，１０２７７ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜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！

農作物洗浄装置の構造
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

[収録年度] [収録点数] [CD-ROM版・Ｂ５製本版] [一括購入]

セットＡ［公開編］ 平成10-14年 (5年間） 92点 ￥３１，５００－ ￥４７，２５０－（全て税込価格）
セットＢ［公開編］ 平成15-19年（5年間） 92点 ￥３１，５００－ ￥４７，２５０－

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9969 公開特許 カット野菜の保存処理方法 平.14-17 86点 ￥26,100
No,9359 〃 〃 平.5-13 77点 ￥17,700
No,9971 〃 生鮮野菜の殺菌・鮮度保持方法 平.14-17 89点 ￥27,000
No,9302 〃 〃 平.5-13 76点 ￥19,000
No,10239(A) 〃 大根の処理加工方法 平.14-19 82点 ￥25,000
No,9301(A) 〃 〃 平.3-13 74点 ￥17,000
No,10239(B) 〃 山芋の処理加工方法 平.14-19 71点 ￥21,400
No,9301(B) 〃 〃 平.3-13 64点 ￥14,700
No,9970 〃 青果物の鮮度保持包装方法 平.14-17 90点 ￥27,000
No,9358 〃 〃 平.9-13 70点 ￥16,000
No,10219 〃 過熱蒸気調理装置の構造 平.13-19 99点 ￥29,700
No,9958 〃 業務用スチームコンベクション 平.13-17 82点 ￥29,700
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,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

*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 農作物洗浄整列搬送装置 三菱重工業株式会社 1 洗浄機 松下冷機株式会社

2
野菜、果物、又は茶葉の残留農薬洗
浄鮮度保持処理設備及びその方法

黄　至中 2 農作物洗浄研磨装置
株式会社ちくし号農機製作
所

3
食品調理機のネットコンベヤ処理方法
及び装置

株式会社リュウビ 3 根菜類の洗浄装置 株式会社共立

4
カット野菜処理方法とカット野菜処理装
置

株式会社ケーイーコーポ
レーション

4 小ネギ洗浄装置 西山　重郎

5 食材洗浄機 庄子　平允 5 洗浄機の制御方法 松下冷機株式会社

6 食材洗浄方法及び装置 アルファー科研株式会社 6 カット野菜パックの製造方法 オリオン機械株式会社

7
ロータリー式攪拌混合方法と攪拌混合
羽根及び釜装置

クマノ厨房工業株式会社 7 食品洗浄装置及び食品洗浄方法 小嶺機械株式会社

8 大根の連続自動洗浄機 高橋水機株式会社 8 食品洗浄装置及び食品洗浄方法 小嶺機械株式会社

9
生鮮野菜類等の殺菌洗浄法、及びそ
の装置

赤間　洋一 9 農作物洗浄研磨装置
株式会社ちくし号農機製作
所

10 自動野菜消毒洗浄水切り装置 的場　明司 10
食材及び布や機材の洗浄、殺菌、脱
臭方法及び洗浄、殺菌、脱臭装置

岡崎　龍夫

11 農産物の洗浄装置 松下電器産業株式会社 11 根菜類洗浄装置 株式会社森機械製作所

12 根菜類の洗浄機 渡辺　勝雄 12 食材の洗浄殺菌装置 キユーピー株式会社

13 残留農薬類の洗浄剤及び洗浄方法 中野　覚 13 食品洗浄装置 平井　勤

14 食品の洗浄装置 小嶺機械株式会社 14
オゾン水による食材類の洗浄装置及
び該洗浄装置を用いる食材類の洗浄
方法

神鋼プラント建設株式会社

15 洗浄装置 重松工業株式会社 15
食品洗浄装置の取出しコンベア及びこ
の取出しコンベア用網状ベルト

小嶺機械株式会社

16 食品処理装置 株式会社アルス 16
高濃度炭酸水による洗浄方法及び洗
浄装置

岡崎　龍夫

17 野菜洗浄機 有限会社アリマ機械 17 蓮根の出荷前の処理方法 ホシザキ電機株式会社

18 洗浄・殺菌方法および装置 電工社計測株式会社 18 野菜洗浄装置 苫米地　力

19 ダイコン洗浄機 土屋　恭一 19 植物洗浄装置 青山　好高

20 食材洗浄装置 細田工業株式会社 20 噴射洗浄方法及び装置 ハウス食品株式会社

21 果菜洗浄装置 日本協同企画株式会社 21 農作物洗浄研磨装置
株式会社ちくし号農機製作
所

22 長物野菜の洗浄装置 白石　定雄 22 野菜等の洗浄装置 高橋　延幸

23 根菜類洗浄機 株式会社仙波 23 洗浄水による洗浄装置 株式会社サクセス産業

24 洗浄装置およびその制御方法 株式会社エスエヌディ 24 野菜洗浄方法及び装置 日立プラント建設株式会社

25 野菜洗い機 株式会社日立製作所 25 葉菜の下葉除去装置 斉藤　幹夫

26 根菜類の洗浄機 向野プラント工業株式会社 26 食品洗浄装置および食品洗浄方法 井上　春利

27 食品の洗浄装置
株式会社ケーイーコーポ
レーション

27 残留農薬除去システム エスアイ精工株式会社

28
食材の洗浄・殺菌・鮮度保持方法およ
び装置

電工社計測株式会社 28 ねぎ根洗浄機 長崎県

29 洗浄・殺菌装置 電工社計測株式会社 29 物品処理装置および物品処理方法 細田工業株式会社

30 野菜洗浄装置 松下電器産業株式会社 30 残留農薬除去方法 エスアイ精工株式会社

31 野菜洗浄方法及び野菜洗浄機 松下冷機株式会社 31
食品洗浄装置における洗浄水濾過装
置

小嶺機械株式会社

32
高圧エジェクター噴射装置付異物分
離・選別・洗浄機

ショウワ洗浄機株式会社 32 農作物切揃え装置 エスアイ精工株式会社

33 野菜類の洗浄、包装および輸送方法
ウォルフ，スチーブン，ケ
イ．

33 殺菌浄化装置 稲葉　昭康

34 野菜類の洗浄装置 伊保内　義正 34 小ネギ洗浄装置 西山　重郎

35
食品機械の測色清浄度判定方法と自
動汚染度判定・洗浄システム

株式会社前川製作所 35
農産物の減農薬化または無農薬化方
法及び農産物処理装置

有限会社　クラフト

36 食品処理装置 株式会社アルス 36 作物洗浄選別装置 井関農機株式会社

37 カット野菜の自動化生産方法 浅間農業協同組合 37 野菜洗浄装置 株式会社神木製作所

38
流体旋回調整機構とこれを利用した洗
浄混合装置

株式会社サンゴー 38 洗浄装置 株式会社アイホー

39 大根等の根菜類連続洗浄機 上越農機株式会社 39 殺菌加工装置
株式会社　神崎高級工機
製作所

40 野菜洗浄装置及び野菜の洗浄方法 荻野　清己 40 殺菌加工装置
株式会社　神崎高級工機
製作所
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