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 ＜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！

(税込価格) (本体価格)
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(本体価格)

No,10286 登録・公開 平.20 71点 ￥25,000

No,10143       〃 平.19 71点  ￥25,300

No,10031       〃 平.18 73点  ￥25,500

No,9918       〃 平.17 79点  ￥23,700

No,9777       〃 平.16 80点  ￥18,400

No,9639       〃 平.15 69点  ￥15,900

No,9440       〃 平.14 69点  ￥15,900

No,9252       〃 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,8070 公告・公開 平.8 71点  ￥30,000

No,8003       〃 平.7 69点  ￥29,800

No,7810       〃 平.5-6 120点  ￥46,400

No,7606       〃 平.4 61点  ￥23,000

No,7319       〃 平.3 66点  ￥23,400

No,7025       〃 平.2 58点  ￥19,700

No,6766       〃 平.1 77点  ￥21,800

No,8153 公開特許 平.1-8 58点  ￥24,800

No,8294       〃 平.5-8 62点  ￥21,800

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

焼おにぎりの製造加工方法

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      
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               〃

米飯盛付加工装置の構造
[登録・公開編]平成21年（1年間）　　68点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４１６
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握飯包装機の構造

               〃

               〃

               〃

米飯盛付加工装置の構造

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)



1 おにぎりの海苔巻き方法 鈴茂器工株式会社 44
粉末食材付与装置及びそれを用いた
米飯食品成形装置

株式会社コバード

2
茶巾寿司製造機の錦紙卵シート送り装
置

鈴茂器工株式会社 45 食品成形装置及び方法 株式会社コバード

3 茶巾寿司製造機 鈴茂器工株式会社 46 食材切断装置 株式会社堺梅商店

4 米飯成形装置 鈴茂器工株式会社 47 押し寿司製造装置 株式会社ともえ

5 食品成形機の具材供給装置 鈴茂器工株式会社 48 海苔巻き成形装置 株式会社ともえ

6 角型海苔巻成形装置 鈴茂器工株式会社 49 おにぎり製造装置 市川工業株式会社

7
おにぎりの海苔巻き方法及び海苔巻き
装置

鈴茂器工株式会社 50
おにぎり製造装置における米飯解し広
げ装置

市川工業株式会社

8 おむすびの包装方法 鈴茂器工株式会社 51 包装飯塊 鈴木  允

9 米飯分割成形装置 鈴茂器工株式会社 52 包装飯塊 鈴木  允

10 軸取付部材の着脱機構 鈴茂器工株式会社 53
襠付き袋の製袋装置及び物品包装方
法

鈴木  允

11
おにぎり製造装置における自動振り掛
け装置

鈴茂器工株式会社 54 海苔連接装置及び海苔の連接方法 鈴木  允

12 包装おにぎりの製造方法とその装置 鈴茂器工株式会社 55 包装円錐状飯 鈴木  允

13
包餡おにぎり製造装置における具穴閉
鎖装置

鈴茂器工株式会社 56 包装飯塊 鈴木  允

14
寿司ロボットとシャリ玉整列ロボットの位
置決め用連結装置

鈴茂器工株式会社 57 包装円錐状飯 鈴木  允

15 巻き寿司の切断装置 鈴茂器工株式会社 58 米飯ほぐし装置 株式会社アイホー

16 米飯成型装置
株式会社オーディオテクニ
カ

59 シャリ玉成形装置 鈴茂器工株式会社

17 握り寿司製造装置 株式会社石野製作所 60 食材盛付装置 不二精機株式会社

18 おにぎり形成方法及びおにぎり成形機 不二精機株式会社 61 皿供給装置 鈴茂器工株式会社

19 飯計量盛付機における飯補填装置 不二精機株式会社 62 米飯成型機におけるシャッター装置 不二精機株式会社

20 握飯包装装置 不二精機株式会社 63 包装棒状食品及び包装シート 鈴木  允

21 握飯包装機における頂部シール装置 不二精機株式会社 64 海苔の連接方法及びその装置 鈴木  允

22 握飯包装装置 不二精機株式会社 65 副食付き包装飯塊 鈴木  允

23 飯又は寿司飯の定量供給装置 株式会社島津機械製作所 66 副食付き包装飯塊 鈴木  允

24 おにぎり成型装置 株式会社ゼンショー 67 オニギリ成型器 久保  信広

25 おにぎり成形器及びおにぎり成形方法 株式会社まるき 68
巻寿司包装用フィルム及び海苔入り巻
寿司包装用フィルム及び海苔入り巻寿
司包装用フィルムにて包装され・・・

林  美津子

26 食材盛付装置 不二精機株式会社

27
成形米飯食品包装用シート体及び包
装付き成形米飯食品

三豊株式会社

28 シート状食品の供給装置 鈴木  允

29 シート状食品の供給装置 鈴木  允

30 自動塩振り装置 鈴茂器工株式会社

31 おにぎり成形方法および成形装置 鈴茂器工株式会社

32 食品切断装置 鈴茂器工株式会社

33 保温機能付食材供給装置 不二精機株式会社

34
おにぎりの製造方法及びおにぎり並び
におにぎり製造機

不二精機株式会社

35
食品包装材、包装食品、及び食品包
装材の製造方法

不二精機株式会社

36 握り飯製造装置 不二精機株式会社

37 米飯成型機におけるシャッター装置 不二精機株式会社

38 飯供給装置 不二精機株式会社

39 食品切断装置
株式会社オーディオテクニ
カ

40 ロール状食品製造装置 株式会社島津機械製作所

41 米飯食品成形方法及び装置 株式会社コバード

42 米飯食品成形装置及び方法 株式会社コバード

43 米飯食品用型打ち装置 株式会社コバード 以上68点収録

米飯盛付加工装置の構造　　　No.10416

[登録・公開編]　　平成21年（1年間）　　　　68点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥22,050    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥22,050　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥33,075　）


