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＊最新の特許情報が満載！

スープ類の供給装置
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） ７５点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２０，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２０，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３０，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9530 公開特許 業務用加湿温蔵装置の構造 平.5-14 100点 ￥20,000
No,9373 〃 餃子調理装置の構造 平.4-13 84点 ￥19,700
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,8145 〃 回転式炒め装置の構造 平.1-8 74点 ￥27,700
No,8147 〃 自動魚焼装置の構造 昭.62-平.8 89点 ￥27,700
No,8171 〃 フライ材料整形装置の構造 平.4-8 60点 ￥23,700
No,8291 〃 卵料理装置の構造 平.5-8 69点 ￥23,400
No,8390 〃 無煙ロースターの構造と装置 平.5-9 61点 ￥19,800
No,8400 〃 回転式寿司カウンターの構造と装置 平.2-9 70点 ￥29,700
No,8453 〃 食品加熱攪拌装置の構造 平.5-9 71点 ￥24,800
No,8859 〃 タコ焼・お好み焼製造装置の構造 平.9-11 57点 ￥23,300
No,8118 〃 〃 平.4-8 69点 ￥29,700
No,8724(B) 〃 ぎょうざの製造装置 平.6-10 57点 ￥20,800
No,7686(C) 〃 〃 平.2-5 61点 ￥21,700
No,7857(B) 〃 コンベア式食器洗浄装置の構造 平.1-6 99点 ￥36,900
No, 〃 (A) 〃 〃 昭.60-63 102点 ￥25,600
No,8121 〃 蒸し器の構造 平.7-8 87点 ￥29,400
No,7806 〃 〃 平.4-6 81点 ￥26,300
No,7836 〃 焼鳥製造機の構造 平.4-6 61点 ￥21,900
No,7333 〃 〃 平.2-3 69点 ￥21,400
*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 自動スープ供給装置 株式会社大和製作所 49 食品温度管理装置 三洋電機株式会社

2 流動性収納物の供給装置 三洋電機株式会社 50 具入りスープ類の小分け装置 生田　一誠

3 飲料供給装置 三洋電機株式会社 51 飲料ディスペンサ 株式会社メカ

4 だし汁の定量供給装置 極東産機株式会社 52 スープ等の供給装置 谷口工業株式会社

5 だし汁の定量供給装置 極東産機株式会社 53 袋内容物絞り出し器 谷口工業株式会社

6 液体供給装置 株式会社マシン技研 54 カップ式自動販売機 三洋電機株式会社

7 ポンプ 株式会社マシン技研 55 飲料ディスペンサ 株式会社メカ

8 ディスペンサ
株式会社ノリタケカンパ
ニーリミテド

56 具入りスープ類の小分け装置 生田　一誠

9 飲食物供給装置 シーケーディ株式会社 57 スープの混合注出機 日本洗浄機株式会社

10 飲食物供給装置 シーケーディ株式会社 58 具入りスープ類の小分け装置 生田　一誠

11 飲食物供給装置 シーケーディ株式会社 59 飲料供給装置 二和商事株式会社

12 液状食品加熱装置 東芝機械株式会社 60 具入りスープ類の小分け装置 生田　一誠

13 スープディスペンサー装置 山洋電工株式会社 61 固液混合食品の自動供給装置
システムズデザイン株式会
社

14 スープ供給装置 株式会社大和製作所 62 具入りスープ類の小分け装置 生田　一誠

15 飲食物供給装置 シーケーディ株式会社 63 飲料供給装置などに用いる部品 三洋電機株式会社

16 だし汁供給装置 株式会社明城製作所 64 飲料などの供給装置 三洋電機株式会社

17 液状食品加熱装置 東芝機械株式会社 65 飲料などの供給装置 三洋電機株式会社

18 スープ供給装置 株式会社大和製作所 66 飲料等を準備するための装置
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

19 液体供給機の加温構造 ホシザキ電機株式会社 67 具入りスープ類小分け供給装置 永山　和男

20 液体供給装置 ホシザキ電機株式会社 68 飲料用熱交換積層管 三洋電機株式会社

21 液体供給機の残量検知装置 ホシザキ電機株式会社 69 飲料ディスペンサ ホシザキ電機株式会社

22 麺食品の自動調理機 山田　芳博 70
飲食品のフレッシュショット販売システ
ム

株式会社フードサイエンス

23 液体の定量供給装置 極東産機株式会社 71 具入りスープ類の小分け装置 生田　一誠

24 だし汁の定量供給装置 極東産機株式会社 72 具入りスープ類の小分け装置 生田　一誠

25 だし汁収容装置 有限会社旭板金工業所 73 麺類の調理システム 極東産機株式会社

26 スープ供給装置 上村　俊治 74 ディスペンサー 三洋電機株式会社

27 液体供給装置における温度制御装置 極東産機株式会社 75 具入りスープ類の小分け装置 生田　一誠

28 だし汁供給装置 株式会社マシン技研

29 液体供給装置 極東産機株式会社

30 スープ供給装置 株式会社大和製作所

31 自動販売機 長塩　吉之助

32 丼用だし汁供給装置 極東産機株式会社

33 貯湯タンクの給水装置 ホシザキ電機株式会社

34 飲料ディスペンサー ホシザキ電機株式会社

35 麺類の自動提供装置 極東産機株式会社

36 飲料ディスペンサー ホシザキ電機株式会社

37
カップミキシング自動販売機の飲料攪
拌装置

富士電機株式会社

38 圧力始動装置
クウォイン、インダストリア
ル、インコーポレーテッド

39 多機能調理装置 ホシザキ電機株式会社

40 飲食物供給装置 株式会社秩父富士

41 ス－プ類供給装置 永田醸造機械株式会社

42 スープディスペンサー 株式会社フジマック

43 みそ汁ディスペンサー 極東産機株式会社

44 みそ汁ディスペンサー 極東産機株式会社

45 加熱処理装置 三洋電機株式会社

46 だし成分の抽出方法および抽出装置 ホシザキ電機株式会社

47 食品温度管理装置 三洋電機株式会社

48 食品温度管理装置 三洋電機株式会社 以上７５点収録

スープ類の供給装置
[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　７５点

CD-ROM版　　　￥20,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥20,000

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥30,000　）


