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フライヤーの構造と装置
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［登録・公開編］平成１４年（１年間） ８５点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，５００－
◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１９，５００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２９，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9250 登録・公開 フライヤーの構造と装置 平.13 73点 ￥18,200
No,9027 〃 〃 平.12 58点 ￥21,700
No,8834 〃 〃 平.11 73点 ￥29,600
No,8577 〃 〃 平.10 82点 ￥34,700
No,8330 〃 〃 平.9 60点 ￥23,700
No,8094 公告・公開 〃 平.8 78点 ￥37,000
No,7965 〃 〃 平.7 97点 ￥41,000
No,7808 〃 〃 平.6 106点 ￥45,000
No,7671 〃 〃 平.5 58点 ￥23,700
No,7605 〃 〃 平.4 83点 ￥29,600
No,7321 〃 〃 平.3 87点 ￥26,400
No,7047 〃 〃 平.2 67点 ￥19,700
No,6724 〃 〃 平.1 120点 ￥29,700
No,6472 〃 〃 昭.63 84点 ￥20,700
No,8171 〃 フライ材料整形装置の構造 平.4-8 60点 ￥23,700
No,8999 公開特許 食器乾燥保管庫の構造 平.3-11 64点 ￥21,700
No,8998 〃 業務用洗米装置の構造 平.9-11 57点 ￥19,700
No,8899 〃 かき揚げの製造方法と装置 平.2-11 87点 ￥30,000
No,8852 〃 食品温蔵庫の製造 平.9-11 68点 ￥24,400
No,9092 〃 ハンバーガー調理装置 平.9-12 58点 ￥23,400

*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・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 フライヤー 二和商事株式会社 40
フライヤにおける材料搬送用のコンベ
ヤ装置

アサヒ装設株式会社

2 フライヤにおける揚げ枠反転装置 有限会社宏和機械工業 41 揚げ物食品製造者支援システム
株式会社ホーネンコーポ
レーション

3 天ぷら用の揚げ枠
協同組合　フレッシュフーズ
サプライ

42 フライヤー用高電圧印加絶縁電極板 渡辺　暢夫

4 フライヤー 株式会社日立ホームテック 43 天ぷら油濾過機 船越　豊松

5 天ぷら用鍋の加熱装置 小林熱機工業株式会社 44 シーズヒータ 株式会社サミー

6 自動調理機 株式会社サミー 45
食油浄化方法、食油浄化剤、食油浄
化器、食油浄化管理方法

小笠原　玉

7
フライヤにおける揚げ枠の蓋板ロック
装置

有限会社宏和機械工業 46 フライヤ ホシザキ電機株式会社

8 天ぷらの製造方及びその装置 サン・プラント工業株式会社 47 食品材料の供給装置 山口　と司富

9 電場発生電極と電場処理方法 有限会社タイラ技研 48 食品製造装置 山口　と司富

10 フライヤー パロマ工業株式会社 49 フライヤー
エル・エフ・ラボラトリー株式
会社

11 フライヤー パロマ工業株式会社 50 フライヤー 株式会社　ケイ・エス・エイ

12
フライヤー及びこれに使用する濾過装
置

株式会社サミー 51
電磁誘導原理を用いた食油の劣化防
止装置の新設備

渥美　治雄

13 調理器 パロマ工業株式会社 52 食品還元装置 株式会社日本特殊技研

14 調理器 パロマ工業株式会社 53 フライヤー パロマ工業株式会社

15 調理器 パロマ工業株式会社 54 間歇式油濾過法及び油移送装置 伸栄産業株式会社

16
フライヤにおける送りコンベヤの昇降装
置

アサヒ装設株式会社 55 フライヤー パロマ工業株式会社

17
フライヤー内蔵自動販売機及びその
自動販売機による食材調理方法

半田機械器具株式会社 56 フライヤにおける揚げ滓排出コンベヤ アサヒ装設株式会社

18 フライヤ 三洋電機株式会社 57 フライヤーの自動消火装置 株式会社初田製作所

19
油揚げ用フライヤーケース、油揚げ製
造装置、及び油揚げ製造方法

株式会社みすずコーポレー
ション

58
食用油の循環式濾過装置及びこの濾
過装置付きフライヤ

東成鉄工株式会社

20 熱油循環型の熱油処理装置 三井造船株式会社 59 フライヤー
エル・エフ・ラボラトリー株式
会社

21 濾過器および濾過装置 三和ケミカル工業株式会社 60 フライヤーの排油装置 パロマ工業株式会社

22
食用油フィルタ、食用油濾過器及び食
用油濾過システム

日東工業株式会社 61 フライヤー装置 サンウエーブ工業株式会社

23 熱油処理方法と熱油処理装置 三井造船株式会社 62 油揚げ器 宋　泳柱

24 油煙処理装置およびフライヤ 山岡金属工業株式会社 63 調理機 株式会社サミー

25 揚げ物油の濾過装置 共栄産業株式会社 64 電気フライヤのヒータ制御装置 ホシザキ電機株式会社

26 天ぷら油の濾過装置 株式会社住本科学研究所 65 自動調理機 株式会社サミー

27 フライヤー 三和厨理工業株式会社 66 自動調理機 株式会社サミー

28 フライ食品の製造装置 小野食品興業株式会社 67 加熱装置 株式会社サミー

29 フライヤーのバルブ開閉装置 パロマ工業株式会社 68 加熱調理機 株式会社サミー

30 フライヤー パロマ工業株式会社 69 フライヤー 三和厨理工業株式会社

31
揚げ物油の遠赤外線放射セラミックス
処理装置

伸栄産業株式会社 70 均質加熱フライヤー
株式会社冨士エンタープラ
イズ

32 電場フライヤー 株式会社サミー 71 加熱調理装置 梶原工業株式会社

33 フライヤー パロマ工業株式会社 72 フライヤ
エル・エフ・ラボラトリー株式
会社

34
電極板及びこれを用いた高電圧微弱
電流印加装置

株式会社　ケイ・エス・エイ 73 フライヤー 三洋電機株式会社

35 油揚げ器の水分供給装置 宋　泳柱 74 食品用オーブン仕上げシステム
ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

36
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

75 再水和および押出し装置、方法
テゲ　パテンツ　アクティー
ンゲゼルシャフト

37 フライヤー 株式会社　ケイ・エス・エイ 76 空気処理システム
テゲ　パテンツ　アクティー
ンゲゼルシャフト

38 油揚げ製品の脱油装置 株式会社ヤナギヤ 77 調理機器の動作の制御法
ヴォス　インダストリーズ　リミ
テッド

39 耐熱用食用油▲ろ▼過循環機 東成鉄工株式会社 以下８点省略

フライヤーの構造と装置 　　　No.9438

[登録・公開編]　　平成１４年（１年間）　　　８５点

CD-ROM版　　　￥19,500    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,500

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥29,000　）


