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タコ焼・お好み焼製造装置の構造
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［公開編］平成１２年～平成１４年（３年間） ６４点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１６，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１６，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２４，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8859 公開特許 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,9530 〃 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,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 タコ焼き機 株式会社アルス 43
冷凍たこ焼きの具材用タコ及び冷凍た
こ焼き

株式会社八ちゃん堂

2 食品焼き装置 棚橋　弘 44 ホットプレート 株式会社タカラ

3
転動たこやき方法及び転動式たこやき
機

株式会社大和田製作所 45 球形成型調理器具 中村　勝洋

4 揺動式たこ焼き装置 株式会社大和田製作所 46 たこ焼き装置 出口　清士

5 熱癒着防止剤 地藤　健史 47 食品焼成板及び食品焼成機 株式会社大和田製作所

6 カレーたこ焼き 有限会社　キャッチ 48
搖動式食品焼成盤と搖動式食品加熱
調理盤及び搖動式食品調理機

株式会社大和田製作所

7
お好み焼きの自動焼成方法及びその
装置

株式会社幸和工業 49
たこ焼き又はたこ焼き状食品の製造装
置

株式会社アルス

8 たこ焼き製造装置 山内製粉株式会社 50
高熱伝導性金属板、高熱伝導性ステ
ンレス鋼板、防曇鏡、医療・衛生機器
及び調理機器

ティーエス　ヒートロニクス
株式会社

9 揚げ玉製造方法及び装置 有限会社三浦製麺 51 たこ焼き器及びたこ焼きの調理方法 ツインバード工業株式会社

10
たこ焼に足が８本作れる様にした、たこ
焼用器具

稲澤　知寿子 52 たこ焼き用調理プレート シャープ株式会社

11 たこ焼き及びその製造方法 川原　サツ子 53
たこ焼きを球形に成形する方法及び装
置

株式会社八ちゃん堂

12
ボール状食品の焼き上げ方法並びに
焼き上げ装置

堀内　俊男 54
たこ焼きを球形に成形する方法及び装
置

株式会社八ちゃん堂

13 お好み焼きの製造方法及びその装置 株式会社幸和工業 55 加熱調理器 株式会社元祖たこ昌

14 広島風角形お好み焼き器 清水　益男 56 串焼き機及び串焼き調理法 株式会社大和田製作所

15 たこ焼き製造法 清水　省三 57 食物の焼成装置 株式会社バンダイ

16 型焼物機 タニコー株式会社 58 ワッフル等食品製造用の電気式焼き機 株式会社ブレントウッド

17 たこ焼き用成形型用具 株式会社オクトウイン 59
銅製たこ焼きプレート及び自動回転た
こ焼き機

岡村　充

18 加熱調理窯 金森　篤子 60 ボール状食品の焼き上げ装置
有限会社常磐エンジニアリ
ングサービス

19
流動体搬送用コンベアおよび該コンベ
アを加工床とする食品加工機

株式会社日本エー・ピー・
エフ研究所

61
食材をひっくり返すことなく焼ける調理
器具

今井　文人

20 球状物の加熱調理装置 長田　正治 62 お好み焼きなどの調理具 中西　富久枝

21 移動販売用たこ焼き調理装置 渡　修 63 加熱調理装置 趙　チョル煥

22 お好み焼き及びお好み焼用鉄板装置 並木　將志 64 卓上型調理用焼き盤 猪狩　　幸造

23 アンコ入りたこ焼き及びその作り方 有限会社　キャッチ

24 クレープ菓子製造装置 株式会社　フジキ食品

25 焼き菓子及び焼き菓子の製造金型 株式会社バンプレスト

26
加熱調理食品およびその包装材料と
包装容器

長田　正二

27 電気調理器用焼き板 象印マホービン株式会社

28 たこ焼きの製造方法とたこ焼き 日本酸素株式会社

29 加熱調理装置 アルコ工業株式会社

30 加熱調理用テーブルに用いる蓋体 仁科　英雄

31 たこ焼き器 プライムフーズ株式会社

32 たこ焼器 ヤマキン工業株式会社

33 蛸足処理装置 株式会社アルス

34 食卓装置 多摩岡産業株式会社

35 食品包装容器及び食品包装形態 佐野　淳

36 変わり加工食品の製造方法 株式会社　ピーコック

37 タコ・イカ焼き機 石川　明身

38
たこ焼き用プレート及び自動回転式た
こ焼き機

岡村　充

39 湯戻しできる乾燥タコ焼き 株式会社八ちゃん堂

40 食品焼成器 古田　公磨

41
焼きもの食品の成形装置及びその成
形方法

浦上　慎一朗

42 食品の焼成装置 大英技研株式会社 以上６４点収録

タコ焼・お好み焼製造装置の構造
[公開編]　　平成１２年～平成１４年（３年間）　　　６４点
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