
お問い合わせは

フリーダイヤル 0800-123-0018
エバートロンまで。



evertronの歴史は、
ひたすら水分子コントロールの研究です。

2015/07    evertron振動技術によるフライヤーカゴ電極電波発生装置開発（特願 2015-135618）

2015/01    evertron振動技術によるフライヤー加熱調理方法（特願 2015-004510）

2014/12    evertron振動技術による電波発生装置開発（特願 2014-253301） 

2014/09    販売会社の株式会社フライファクトリーを吸収合併し社名を株式会社エバートロンに変更

2014/06    evertronの電波発生装置をフライヤーに応用した電波処理法を開発　PCT/JP2014/066968

2013/08　　evertron　R&D中央研究所　　

2013/07　　evertronフライヤーユニット『Dr.Fry』発売開始

2013/06    evertron振動技術による食品と水分のコントロール装置開発（特願 2013-134873)

2013/02    『2013年　東京ホテルレストランショー』初出店

2013/01    evertronフライヤーユニット『Dr.Fry』完成

2011/06    ６面自動電界封鎖装置開発（特願 2011-139065)（意願 2011-009400）（意願 2011-9401）
　　　　　　（ PCT/CN2007/003954）

2010/03　  封鎖電界方式　３Dパワーシステム完成

2006/04　  電場処理加熱装置と電場処理方法開発（PCT/CN2006/000843）

2004/11    高電圧微弱電流同期電極形成装置（平面複数電極）と電場処理方法開発（PCT/JP2004/17200）
　　　　　　（PCT/JP2004/17201）

2004/06　　高電圧微弱電流同期電極処理装置と応用装置（PCT/JP04/008774）

2003/10　　同期電極方式による導電性流体・絶縁性流体内の電場制御の方式開発終了。

2003/06　　高電圧微弱電流同期電極食品低温保蔵装置開発（特願 2003-170680)（特願 2003-178073）

2003/03　　同期電極方式による導電性流体・絶縁性流体内の電場制御の方式開発に着手。

2002/09　　電場装置専用絶縁シールド電極開発（特願 2002-264245）

2002/08　　同期電極方式による冷凍・解凍・冷蔵・フライヤーへの印加装置搭載方式の開発終了。

2002/05　　高電圧微弱電流印加装置専用被処理物収容体開発（特願 2002-138910）

2002/02　　同期電極方式用完全気密シールド電極の製造方法の開発終了｡

2001/07　　同期電極方式用完全気密シールド電極の開発に着手｡

2001/02　　電界専用容器の開発終了。同期電極方式による電界印加方法の開発に着手。

2001/01　　高電圧微弱電流印加冷凍鮮度維持庫開発（特願 2001-004954）

2000/12　　電極対向平行アース配置による印加方法によるフライヤーへの装置搭載方式の開発終了｡

2000/11　　電極版を用いた高電圧微弱電流印加装置開発（特願 2000-334777)（特願 2000-340301）（特願 2001-02148）

2000/03　　電極対向平行アース方式に用いる付属装置の開発終了｡

1999/07　　電極対向平行アース配置による電界印加方法の開発終了｡

1998/12　　電界専用容器の開発に着手｡

1997/04　　高電圧微弱電流印加食材用装置開発（特願平 9-108175）

1996/04　　高電圧微弱電流印加食用揚油変敗抑制装置開発（特願平 8-112888）

1989/07　　電界印加に用いる電極板・絶縁材料の開発に着手｡

1981/10　　鮮度維持庫・フライヤーへの電界印加方法の開発に着手｡

1981/11　　１極封鎖型乾式変圧器と制御装置の開発終了｡

1975/05　　㈱電子光学内にて１極封鎖型乾式変圧器と制御装置の開発に着手。

学説を参考にすると水分子は毎秒２億回以上変化します。食品の劣化や人の病

気は、元をたどれば全て食品と体の水分、原子の電子の奪い合いです。

現代科学では水の正体もコントロール方法も解明されていませんので、弊社

は 38 年以上、食品と人の水分コントロールをする為に、膨大なカットアンド
トライのテストを繰り返した結果、遂に安全性と再現性が高い水分コントロー

ルの方法を発見することができました。しかし、そのメカニズムは明快な答え

が出せず、未だ研究機関と探求中です。



evertronの21世紀型技術は
様々な業界に驚きと感動を起こします。

発明以来、ほとんど進化できなかった食の調理技術の諸問題を、常識を打ち破る技術でパラダイムシフトを完成させ、

食の生産・物流･保管・医療・エネルギー・環境の諸問題を一挙に解決し、、人類と地球環境に貢献します。

は世界のフライヤーと揚げ物を変えます。

は世界の冷蔵庫を鮮度維持庫に変えます。

は食品を乗せるだけで鮮度や香り、旨味が蘇ります。

は4種類の機能水で諸問題を解決します。



Food Asset Management
evertron 技術は様々な

パラダイムシフトを可能にします。

Paradigm Shift

冷　蔵　庫

仕　込　み

冷凍食品の解凍

揚　げ　物

物　　流

倉　　庫

医　　療 難病は毛細血管の詰まりで、カテーテルが主流

全ての食材の鮮度と価値、旨味は時間と

ともに劣化

世界中の飲食店は当日仕込みの毎日

ドリップが出てしまい味が劣化

油を温めるだけのフライヤーで揚げ物を調理

低温にして早く運ぶ

低温にして保管

everetron技術従 来 の  技 術 20世紀型 21世紀型 

入れた時の品質･鮮度を長期間維持し、食品の

資産価値を守る

事前に作り置きで当日仕込み激減仕込み時間の

短縮と人件費の削減

ドリップレスで短時間で解凍

油と揚げ物の劣化抑制、品質維持、カロリーダウンの

揚げ物、匂い移り、油はねと油煙激減、同時調理で時短

鮮度維持物流で移動時の品質低下の防止、長時間

物流が可能

鮮度維持で出荷調整、安定供給、地域と季節の

ハンデキャップ解消、相場を活用して利益拡大

物理学による水分コントロール技術で循環器系

障害を改善

20世紀 21世紀 

食品の技術は 過去･現在において 3つの技術しかない

・ 冷蔵庫は200年以上大きな技術進化は見られない
・ 急速冷凍、CAS式、プロトン凍結などが新技術

化 学 に よ る 技 術 革 新

（1） 冷 凍 技 術 （2）解凍技術 （3）保蔵技術

・ 200年以上技術がなかった

物理学による技術革新

・ ケミカルを一切使用せずに解凍･保蔵を可能にする技術・ ケミカルの技術力で保蔵、解凍す
　（防腐剤、着色料、pH調整剤、様々な添加物）

冷 蔵 庫

鯛5日間、豆苗35日間の保蔵結果鯛5日間、豆苗35日間の保蔵結果

エバートロンのフードアセットマネジメント技術は、様々な領域に応用することができます。今まで当然のことと考えら
れた認識や考え方、社会全体の価値を、劇的に変化させ、解決できなかった諸問題を一気に解決します。

evertron技術は食の世界で解決できなかった
採れたての食品の価値を長時間維持を可能にします。



地球規模での食資源の有効利用による、人類の健康と経済支援
離島、後進国の支援、環境保護、食料危機と飢餓の対策

地域格差、季節格差の問題を解消 生産地貯蔵、安定供給、安定価格、
適正配分、地元雇用支援、自給率向上

凍らせない保蔵システム、ドリップレス
解凍、フードマイレージの減

常に安全で新鮮な食品を提供 食中毒防止、劣化によるロス率の低下、
生産者の所得向上

冷凍焼けによる廃棄率の低下、CO2削減、
食品の品質向上

世界中に採れたての食品を最高最善でお客様に届ける。
これが私たちが創る社会の新しい価値( Value )です。

小型車用鮮度維持

大型車用鮮度維持

船用鮮度維持

飛行機用ワゴン

鮮度維持冷凍倉庫
食品、医薬品

挽きたてコーヒー

生花

水質変換装置

花用ショーケース

備蓄鮮度維持倉庫

プレハブ倉庫

原材料の鮮度維持

製品の鮮度維持

車のガソリンタンク

ボイラー

備蓄用燃料

大型マグロ解凍庫

揚げ物、総菜保温庫

弁当、おにぎり温蔵庫

食事配膳温蔵庫

炊飯器

ロジスティックス　　　    コ ン テ ナ　　　　  自 動 販 売 機　　    水耕栽培、花　　     生産者、倉庫工場　　燃焼コントロール
鮮度維持コンテナ
食品、医薬品

ドリップレス解凍コンテナ
食品、医薬品

家  庭  用                  医  療  用                         飲  食  業、生  産  者                                     消    耗    品

ケーキ、フルーツ用
ショーケース

野菜、肉、魚用
ショーケース

サラダバー用
ショーケース

販 売 中 　   量 産 手 前    技 術 完 成

トランス脂肪酸、シリコーンゼロ食用油

ザ･ウォーター for フード

ザ･ウォーター for ウィルス

ザ･ウォーター for アグリカルチャー

ザ･ウォーター for グリストラップ

※ 共同開発パートナー制度

フライヤー

鮮度復帰装置

コスメボックス

解凍庫

鮮度維持庫

健康治療器

ペット用治療器

臓器保蔵

血液保蔵

検体保蔵

幹細胞保蔵

幹細胞培養

薬品ワクチン保蔵

フライヤー

鮮度復帰装置

鮮度維持庫

解凍庫

熟成庫

コーヒーマシン

ケアリングフード

evertronの水分コントロール技術は
様々な事業と商品への応用展開が広がります。

Products Value

なぜ、賞味期限を設定し、結果莫大なロスが発生するのでしょうか？ なぜ、食品には相場が立ち、生産者
は出荷調整ができず、一刻を争う物流で出荷し、後進国と離島の方は豊かになれないのでしょうか？ 世界
で飢餓と餓死者が止まらないのはなぜでしょうか？私たちの志は、鮮度維持の技術で、食資源の有効利
用による食品の均一配備と安定価格を実現する事です。ぜひ私たちの志の指に止まって頂きたい、それ
が私たちの願いです。

水分コントロールは、食品の鮮度維持、保蔵、ドリップレス解凍、熟成のコントロールのほか、食品の水分吸収、エマルジョン、燃焼、
生産技術等幅広く応用ができます。



なぜ、揚げ物はもっと美味しくならないのか。革新的なメニューが生まれないのか。コストを下げられないのか…それは、20世紀に発明された
フライヤーが「油を温める」という以外、何の進化も遂げていないからです。
しかし、『Dr.Fry』は違います。流体力学と物理学に基づき、揚げる・焼く・蒸すという調理機能を同時に実現する、全く新しい調理器具です。

20世紀 21世紀 

油　　温
コントロール

熱 効 率
コントロール

有害物質
コントロール

油の劣化
コントロール

品質維持
コントロール

・揚げ時間の短縮

・温度低下の抑制

・ CO2、光熱費の削減

・油代の削減

・交換回数の削減

・ オイルミスト削減

・油分吸収率の削減

・揚げカスの除去

・ 均一な揚げ物

全ての揚げ物を、さらに美味しく、カリッとジューシーと、ヘルシーでカロリーオフに仕上がる

・匂い移りの削減

・長時間の品質維持

・ ロス率の削減

課題1 課題2 課題3 課題4

Dr.Fry の電極板を
既存のフライヤーの油槽
に沈めるだけで設置完了

従来のフライヤー

油代は 70％以下に削減。油は最低品に変更可

長時間油浮きを抑え、クリスピー度維持。冷めた後
電子レンジでも加熱しても油浮きしない。ロス抑制

他店ではできないメニュー開発が可能　差別化

オイルミスト、油臭激減。　掃除時間、ダクト
メンテ費用、ダクト火災の危険率激減。定着率向上

揚げ種に付着激減

油浮きし、クリスピー度が低下、ロス

ダクト掃除時間、メンテ費用。ダクト火災
の危険性、環境悪化、定着率低下

揚げ種に付着

技術と創意工夫が必要

短縮することは難しい。冷凍食品を大量に
入れた際に 20°位 温度低下

臭い移りで油交換。揚げる順番必要

油代削減、劣化の抑制はできない

揚げ種への臭い移りを抑制。揚げる順番は気に
しない。肉、魚、スィーツ同時調理可能

従来の 75％以下に短縮。冷凍食品を大量に入れた
際に 5°～10°の温度低下

従来のフライヤー20世紀型

油代、劣化抑制

経過時間の品質維持

臭い移り

揚げ時間　Co2

焦げカス　有害物質

オイルミスト ,油臭

メニュー開発

  21世紀型

evertron 技術は世界のフライヤーと揚げ物を変えます。

『Dr.Fry』は飲食業界に革命を起こします。現在使用中のフライヤーに、設置するだけで、あなたの厨房に 21世紀が訪れます。



The Keeperの鮮度維持物流とは、日本の最先端技術を結集した、
食品専用の鮮度維持コンテナと庫内コントロールシステムです。
輸送コストの軽減と、品質維持、市場価格維持に大きな効果を発揮
する高付加価値物流システムです。

The Keeperは凍らせる冷凍技術ではなく、ドリップレス解凍と凍らせないで肉、魚、野菜、果物を保蔵する技術です。
従来の冷蔵庫の中に後付けする電極ユニット（工事要）と The Keeper専用庫があります。

・時間とともに食品の価値が落ちていく
  のを防止
・従来の数倍から数十倍まで鮮度維持
・ドリップレスで短時間に解凍
・熟成コントロール
・毎日の仕込み時間の短縮、解消
  事前作り置き可能
　　　　　

効　　果

・ドリップレス解凍庫
・常温庫
・熟成庫
・温蔵庫　　

・臓器の保蔵
・血液の保蔵
・検体の保蔵
・ワクチン、薬品の保蔵

用　　途

・家庭用冷蔵庫
・業務用冷蔵庫　　

医　　療　　用厨 房 機 器･調 理 機 器

効　　果 用　　途

・輸送中の食品の価値低下の防止
・荷主様の利益拡大
・ドリップレス解凍輸送
・熟成維持輸送
・庫内の状態を管理することで
  問題の原因解明
・高効率ダイナモで省エネ輸送

・小型、大型専用鮮度維持車両
・各種 コンテナ
・ 精密部品の物流
・医薬品、臓器、血液の物流

・恒温、恒湿、殺菌システムの庫内
･鮮度維持で価値を維持
・無振動システムで損傷を防止

・高効率ダイナモによりアイドリング時にも
  常時6KW発電
・様々なセンサーにより庫内データをセンター管理

※ 共同開発パートナー制度 ※ 共同開発パートナー制度

効　　　　果 用　　　　途

・生産地貯蔵
・出荷調整
・安定供給
・安定価格
・廃棄率低下
・ドリップレス解凍
・熟成維持

・大型冷凍倉庫
・プレハブ倉庫
・冷凍倉庫
・ 備蓄倉庫

The Keeperを倉庫に活用すると保管中の鮮度劣化を防ぎ荷主様の
大切な食品価値を守ります。食品価値を維持することで、相場の
安値で仕入れ、高値で出荷する、高収益利回り倉庫業に変わります。
しかも一等地は必要ありません。

evertron 技術は世界の冷蔵庫を鮮度維持庫に変えます。



効　　果

・食品の鮮度復帰
・香り、旨味復活
・苦味エグみの解消

人やペットの循環器系に
効果をもたらす健康機器

効　　果

for Food

for Health

TheMatとは長年研究して発見した肉、魚、野菜、果物の水分コントロール技術を応用して開発された特殊電極プレートです。
上に乗せるだけで、不可能であった食品の鮮度復帰装置や人やペットの循環器系に効果をもたらす健康機器、お使い
のコスメが浸透力の高いコスメになるコスメボックスになります。

The Waterとは、evertron技術で処理することで効能効果を安定・増強させ、４つの領域の問題点を解決する機能水です。
全ての機能水に共通した特徴は、効能効果と浸透性と親和性、安全性に優れている事。全てに環境に配慮して造られている事です。

効　　　　果

強アルカリ安定イオン水で
栄養素や鮮度を落とさず
野菜の殺菌を可能にし、水
だけで油を乳化します

強酸性安定水は機器に悪
影響を与えずに院内感染や
食中毒を予防します

効　　果

従来のグリストラップの不満を
一挙に解消し、低コスト、低
労力、短時間にガスや臭いも
無くし清潔な状態をキープ
します

無肥料無農薬農業は数年の
我慢が必要でしたが、初年
度から生産性が高い無肥料
無農薬の野菜、米の栽培を
可能にします

効　　果 効　　果

for Food for Virus

for Greasetrapfor Agriculture

evertron 技術は食品を乗せるだけで鮮度や香り、旨味が蘇ります。 evertron 技術は4種類の機能水で諸問題を解決します。



Caring Food No Trans Fat

一流シェフが創作した食事制限者向け『ケアリングフード』は、

美味しく食べるだけでダイエットや健康支援を可能にします。
健康の決め手は油です。脳の60％は油です。トランス脂肪酸ゼロ、
シリコーンゼロの食用油で安心安全を提案します。

『ケアリングフード』は3つの知識の融合と
カロリーダウンの調理技術が必要です。

弱点:美味しく調理ができない
         カロリーダウンの
         調理技術がない

医者 一流シェフ

   『ケアリングフード 冷凍総菜 EPICURE 』をご家庭で!!

  『ケアリングフード レストラン  EPICURE 』 で !!

『ケアリングフード』は2つのシーンで
お楽しみいただけます。

一流管理栄養士

弱点:処方食を美味しく
　　  調理ができない

弱点:食材の成分知識不足
       詳細な成分計算が苦手
           成分より美味しさを優先

安心して使っていただける理由

・ トランス脂肪酸ゼロ
・ シリコーンゼロ
・ 飽和脂肪酸が少ない
・ 一価不飽和脂肪酸が多い
・ オメガ-3脂肪酸が多い
・ ビタミンEとKが豊富

・ 化学添加物なし
・ コレステロールゼロ
・ アレルギー物質含まず
・ 健康のための価値が高い
・ 化学合成農薬不使用
・ 保存料不使用

・ 昔ながらの圧搾抽出で製造
・ 細胞のベストバランスである
　オメガ3,6,9の割合が１：2,4：7,6
・ エキストラバージンキャノーラ油
・ オメガ－３はオリーブオイルの８倍
・ 植物ステロールが豊富

・ 権威ある認証取得
・ 完璧なトレーサビリティ
・ 遺伝子組み換えなし
・ コーシャ認定食材の完璧

な成分知識

美味しく

調理
処方食

3つの
知 識

scene 1

scene 2

『ケアリングフード』 とは、食事制限（ダイエッター、糖尿病予備軍、糖尿病、心臓病、腎臓病、アスリート、ベジタリアン、ビーガン、
ハラール、KOSHA等）をされている方でも、超一流シェフがあらゆる個食制限を厳守し、健康を前提に食材を選び、グルメが喜ぶ
料理です。低カロリー、低糖質、低脂質、低塩分、必須脂肪酸、抗酸化作用、食物繊維、高タンパク、トランス脂肪酸ゼロに対応した究
極のバランスで創作された、最高峰に位置する『ケアリングフード』 を是非ご賞味下さい。

evertron の食用油は人工的な添加物や成分を全く含まず、非遺伝子組替えの原料を圧搾抽出した化学物質ゼロ、
トランス脂肪酸ゼロ、シリコーンゼロの最高級のキャノーラ油です。油を変えることで、お客様に本当の意味での
安心安全を提供できます。



Global
世界で2番目に参加国を誇る世界青年サミット『OneYoungWorld』
本部から、弊社の技術が高く評価され､日本で唯一のナショナルユース
オーガナイズドパートナーに選定されました。

海外での反響

毎年世界的指導者（前･国連事務総長 コフィ・アナン、クリントン
元大統領、バークレー銀行の頭取、バージングループ・ロレアル・
KPMG・ユニリーバ等の会長）達がカウンセラーとして参加
し て お り ま す 。
evertronグループは『One Young World』の活動を通じて
国際社会に進出する若者を全面的に支援します。

About Us
私たちはジャンルに捉われず、電磁誘導振動技術や流体力学などの
テクノロジーを研究し、革新を生み出す技術集団です。

Only１で No1 を目指す私たちの理念。
私たちは決して大きな会社ではありません。しかし、技術力と理念は、世界一で在るようプライドを持っています。私た

ちの技術は食品の鮮度維持と美味しさ、安全性の向上を通じ、飲食業界に貢献するとともに、臓器、血液保蔵等、医療の分野

にも貢献できます。人類の健康と環境に貢献できる企業をめざし精進いたします。

この一瞬のご縁が生涯のものになる。そんな直感と可能性を感じていただければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　  株式会社エバートロン 

代表取締役 田中 久雄

事業内容  1： 電界システムの開発
               2： 電界機器の製造と販売とレンタル事業
               3： 電界制御装置の開発、製造、販売
               4： 食用油、冷凍惣菜の製造、販売
               5： ライセンス事業

所 在 地　 　東京都港区東麻布 3-3-8 福神館ビル 201
電話番号　　03-6277-7218  FAX：03-6277-7219
中央研究所　神奈川県相模原市共和 4-5-6
設　　立     昭和 43年 11月 4日
資 本 金        6,000万円

私たちエバートロンの社名は『永遠の電子』の略。電子は細胞膜バリアーを難なく通り抜け、固有膜に隔てられたミトコンドリア内部
まで到達できる唯一の物質です。エバートロンの技術は流体力学と物理学理論であるローレンツの法則（物質の外部から電解や磁
界のエネルギーを与えると物質の内部のイオンが活性化する）を参考にして開発された独自の水分コントロール技術です。

・PCT/CN2007/003954  世界特許申請中  電場処理物質貯蔵運搬具
・特願 2011-139065　　  日本国内申請中  フライヤー用電場処理装置
・特願 2014-124173        日本国内申請中  フライヤー用電波発生装置
・PCT/JP2014/66968     世界特許申請中  フライヤー用電波発生装置

保有知的財産権

・特願 2014-253301       日本国内申請中  電波発生装置
・特願 2015-004510       日本国内申請中  フライヤー加熱調理方法
・登録第 1345980 登録   フライヤー用食材電場処理容器
・登録第 1444576 登録    冷蔵庫用食材電場処理容器

One Young World
National Youth Organizing Partner

『One Young World』はオリンピックに次ぐ世界で2番目に参加国を誇る世界青年サミットです。日
本ではまだ認知されていませんが、英国王室、政府、NGOその他の国際機関、500社を超える多国籍
企業、世界中のメディアが強力にバックアップして、その規模は世界中に急速に拡大しています。
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