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(税込価格) (本体価格)
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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8291 公開特許 卵料理装置の構造 平.5-8 69点 ￥20,000
No,9555 〃 スープ類の供給装置 平.5-14 75点 ￥20,000
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,9557 〃 タコ焼・お好み焼製造装置の構造 平.12-14 64点 ￥16,000
No,8859 〃 〃 平.9-11 57点 ￥23,300
No,8118 〃 〃 平.4-8 69点 ￥29,700
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 ￥23,400
No,9556 〃 焼鳥製造機の構造 平.7-14 87点 ￥21,900
No,7836 〃 〃 平.4-6 61点 ￥21,400
No,7333 〃 〃 平.2-3 69点 ￥29,400
No,8121 〃 蒸し器の構造 平.7-8 87点 ￥23,400
No,7806 〃 〃 平.4-6 81点 ￥26,300
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 平.2-9 70点 ￥29,700
No,9422 〃 炒飯調理装置の構造 平.4-13 82点 ￥18,800
No,9423 〃 惣菜調理装置の構造 平.4-13 67点 ￥15,400

*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・
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［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。
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1 長尺シート状食品の供給装置 味の素株式会社 38 平板状食品の山型成型装置 株式会社あじかん

2 鶏卵の厚焼き製造装置および厚焼き
製造方法

帝国ピストンリング株式会社 39 茹で卵様食品の製造装置 山崎　修

3 加工食品の真空包装方法及びその装
置

株式会社あじかん 40 味付けゆで玉子の製造方法 三州食品株式会社

4 パッケージ入り半熟卵の製造方法 株式会社さかき山 41 包皮型食品の製造方法 日本酸素株式会社

5 ひび入りゆで卵の殻剥取り装置 キユーピー株式会社 42 茹で卵の殻ひび入れ装置 キユーピー株式会社

6 食品製造機の攪拌装置
株式会社日本エー・ピー・
エフ研究所 43 玉子の加熱調理方法 株式会社あじかん

7 レトルト殺菌機によるゆで玉子の製造
方法

株式会社日阪製作所 44
加工卵の製造方法、前記方法によって
製造された加工卵、及び加工卵を製
造するための装置

エヌアンドビー　テック

8 連続卵焼装置 株式会社備文機械製作所 45 液卵加熱装置 株式会社玄

9 殻付き卵の調理方法及び調理装置 株式会社日阪製作所 46 卵焼きの連続製造方法およびその装
置

キユーピー株式会社

10 ワーク取り出し装置 株式会社三鈴エリー 47 目玉焼き製造方法及び装置 キユーピー株式会社

11 赤外放射加熱オーブン
株式会社森川ゲージ製作
所 48 鶏卵の殻処理方法 ロボットメーション株式会社

12 伊達巻の包装装置及び伊達巻の包装
方法

株式会社ナカガワ　エフ
エム　テイ 49 ゆで卵の殻剥き方法及びその装置 キユーピー株式会社

13 茹で卵の製造法及びその装置 キユーピー株式会社 50 たまごシートの製造装置 株式会社品川工業所

14 玉子焼き食品およびその製造方法 すぐる食品株式会社 51 ゆで卵製造機及びその製造方法 株式会社ミヤデン

15 塩味付ゆで卵および色付ゆで卵の製
造方法

株式会社サムソン 52 殻内卵低温殺菌装置および方法 ポルスター・ルイス・エス

16 黄身返し卵の製造方法および装置 千葉　和夫 53 卵を種々の形で調理するための方法
及び装置

ペール，フィリップ

17 食品焼成機の泡抜き装置
株式会社日本エー・ピー・
エフ研究所 54 殻剥きゆで卵の表面殺菌装置 キユーピー株式会社

18 高周波誘導加熱式積層状卵焼装置 日本パーキテック株式会社 55 薄焼卵の焼成装置 キユーピー株式会社

19 卵加工食品とその製造装置及び製造
方法

ヤヨイ食品株式会社 56 ゆで卵製造方法及びその装置 株式会社ナベル

20 スクランブルエッグの連続製造方法及
びその装置

株式会社ノリタケカンパ
ニーリミテド 57 液卵の製造方法及び液卵の製造装置 株式会社岩島産業

21 卵焼きの製造方法及び製造装置 有限会社　武田製玉部 58 誘導加熱装置 キユーピー株式会社

22 全自動電磁誘導加熱式玉子焼き機 株式会社ダイハン 59 炒め物の製造装置 株式会社品川工業所

23 包皮型食品の製造方法 株式会社ハローエッグ 60 懸架式煮熟釜の移動装置 キユーピー株式会社

24 包皮型食品の製造方法 日本酸素株式会社 61 卵油の製造方法 株式会社日阪製作所

25 含水加熱凝固卵の製造装置 キユーピー株式会社 62 目玉焼き器およびこれを備えた目玉焼
き製造ライン

すぐる食品株式会社

26 ひび入りゆで卵の殻剥取り装置 キユーピー株式会社 63 連続厚焼玉子焼成機及び方法 東海林　政秋

27 むき身ゆで卵の姿勢制御供給方法及
びその装置

株式会社トーワテクノ 64 食品の連続加熱装置 株式会社石野製作所

28 フライパン揺動装置 大英技研株式会社 65 殻付加熱処理卵の製造方法及びその
製造装置

イセデリカ株式会社

29 卵黄卵白分離方法およびその装置 キユーピー株式会社 66 だし巻きおよびその製造方法および製
造装置

すぐる食品株式会社

30 オムレツの製造方法及びオムレツの自
動製造装置

奈良　泰利 67 連続焼成装置 株式会社あじかん

31 厚焼卵の製造方法 株式会社菊地機械製作所 68 ゆで卵の自動から割装置 古井　啓道

32 茹で卵薄切り装置 キユーピー株式会社 69 加熱卵製造装置 株式会社ナベル

33 殻付ゆで卵の燻製方法 ユニレックス株式会社 70 深絞り包装品の成形方法及びそれに
用いる雌型

株式会社あじかん

34 卵の位置決め装置 澁谷工業株式会社 71 厚玉子焼の焼成方法および焼成装置 株式会社日本製鋼所

35 破膜装置 梅原　敏靖 72 ポーチドエッグ様食品の製造装置 キユーピー株式会社

36
溶き玉状にした玉子加工品の製造方
法及び同方法により得られた溶き玉状
にした玉子加工品

株式会社あじかん 73 茹で卵の殻ひび入れ装置 キユーピー株式会社

37 液卵投入装置および溶き玉状にした
玉子加工品の製造方法

株式会社あじかん 74 殻付き卵の熱的処理装置および方法
レダ　テクノロジーズ、ナム
ローゼ　フェンノートシャップ

卵料理装置の構造　　　No.9847

[公開編]　　平成９年～平成１６年（８年間）　　　　７４点
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