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1
チュロー風の揚げ菓子の製造方法と、
その製造装置

山田製菓株式会社 38 フライヤーのヒータスイング機構 ホシザキ電機株式会社

2 液体加熱調理器 パロマ工業株式会社 39 油補給装置 パロマ工業株式会社

3 油脂酸化抑制装置 西村　豪祐 40 圧力フライヤー パロマ工業株式会社

4 天ぷら製造装置 株式会社ニチレイ 41 点火機構 パロマ工業株式会社

5
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 42 フライヤーの浮き蓋 株式会社マーメード

6 天ぷらの製造方法及び装置 上埜　盛生 43 伝熱管及び液加熱装置 株式会社北山製作所

7 液体加熱調理器 パロマ工業株式会社 44
油揚げの生地再生方法及び油揚げの
連続製造装置

株式会社高井製作所

8 液体加熱調理器 パロマ工業株式会社 45 連続式加熱調理装置 株式会社アイホー

9 食物を揚げるための装置
コーニンクレッカ　フィリップ
ス　エレクトロニクス　エヌ
ヴィ

46
フライヤーの異物除去装置およびその
異物除去方法

株式会社マーメード

10 酸化防止装置及びその使用方法 株式会社シービー 47
天ぷら用補助部材、それを用いた天ぷ
らの製造方法、および、フライヤー

日清フーズ株式会社

11
静電場フライヤー及びその電極取付
機構

タニコー株式会社 48 連続式圧力フライヤー装置 株式会社冨士製作所

12 フライヤー パロマ工業株式会社 49
フライ製品製造方法及び真空フライ
ヤー

カルビー株式会社

13 フライヤ アサヒ装設株式会社 50
フライ調理品の製造方法およびフライ
調理器

日清オイリオグループ株式
会社

14 加熱調理器 松下電器産業株式会社 51
油水混合防止用フロート板、このフ
ロート板を備えたフライヤーおよびフラ
イヤーへの調理油の投入方法

株式会社マーメード

15 加熱調理器 三菱電機株式会社 52 濾過装置 株式会社フジマック

16
脱水ポテトからフライドポテト製品を製
造するための遠隔制御自動装置

コバーチ，ラースロー 53 食品の油揚げ装置 株式会社冨士製作所

17 フライヤー パロマ工業株式会社 54 フライヤー用インナーケース 株式会社マーメード

18 即席麺の油揚げ装置 株式会社冨士製作所 55 食品の油揚げ装置 株式会社冨士製作所

19 加工食品の液切り装置 株式会社冨士製作所 56 食品の油揚げ装置 株式会社冨士製作所

20 エビてんぷらの製造方法 株式会社マルハニチロ食品 57 調理油自動浄化型フライヤー 株式会社マーメード

21 揚物用脱油装置 佐藤　紀一郎 58
予備加熱制御装置付きフライヤーおよ
びその予備加熱方法

株式会社マーメード

22
フライ調理品の製造方法およびフライ
調理器

日清オイリオグループ株式
会社

59 フライヤー タニコー株式会社

23 食品調理および分配装置 ディー　コック，シリアース 60 かき揚げ調理器具
株式会社デリシステム・プラ
ンニング

24 フライヤーの保護サーモ取付構造 ホシザキ電機株式会社 61 加熱装置 タニコー株式会社

25 フライヤー装置 株式会社村谷機械製作所 62 自動フライヤ 株式会社メカ

26 フライヤー装置 株式会社村谷機械製作所 63 無煙フライヤー シンポ株式会社

27 液体加熱装置 株式会社中西製作所 64 食品加工装置 株式会社冨士製作所

28 フライヤー ホシザキ電機株式会社 65
バーナ、一次空気導入方法及び燃焼
方法

タニコー株式会社

29 製品管理向上型個別型枠フライヤー
フリト－レイ　ノース　アメリカ
インコーポレイテッド

66 フライヤー パロマ工業株式会社

30 油揚げ麺製造装置 株式会社　リンガーハット 67 揚げ物調理器 橋本　俊一

31
触媒を用いた食品の製造方法及び食
用油処理剤

株式会社冨士エンタープラ
イズ

68 食品加工装置および食品加工方法 株式会社冨士製作所

32 圧力フライヤー パロマ工業株式会社 69
鶏ひき肉の加工食品及びその製造方
法

株式会社アサヒブロイラー

33 圧力フライヤー パロマ工業株式会社 70
バッチ式フライヤー及び自動フライ
ヤー食用油酸化抑制装置

原　武志

34 業務用加熱調理器 パロマ工業株式会社 71 フライヤー カルビー株式会社

35
電源装置及びこれを用いた保管装置・
処理装置

株式会社ティエスデータ 72
ケトル方式のポテトチップスを連続的に
製造する方法

フリト－レイ　ノース　アメリカ
インコーポレイテッド

36 フライ食品の油切り搬出装置 日清食品株式会社 73
製品心出し要素を備えた単一成形油
揚器

フリト－レイ　ノース　アメリカ
インコーポレイテッド

37
油循環型フライヤおよび揚げ物の製造
方法

カルビー株式会社 以下10点省略
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