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［公開編］平成12年～平成19年（8年間） 84点

(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２６，５６５－ ￥２５，３００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２６，５６５－ ￥２５，３００－

（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３９，９００－ ￥３８、０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)

No,9844 公開特許 業務用電磁誘導過熱調理方法 平.7-16 99点 ￥28,700

No,9555 公開特許 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,8291 〃 卵料理装置の構造 平.5-8 69点 ￥20,000

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・

（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。］
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1 移動自在車収容式熱風消毒保管装置 株式会社中西製作所 51 食器洗い乾燥機および食器乾燥機 東陶機器株式会社

2 食器ディスペンサー 日本洗浄機株式会社 52 ビルトイン機器 ホシザキ電機株式会社

3 食器ディスペンサー 日本洗浄機株式会社 53 ビルトイン機器 ホシザキ電機株式会社

4 食器ディスペンサー 日本洗浄機株式会社 54 食器類消毒保管方法および設備 日本調理機株式会社

5 食器ディスペンサー 日本洗浄機株式会社 55 調理器具用殺菌乾燥庫 伊東　璋

6 食器食缶道具類消毒用熱風発生装置 タニコー株式会社 56
熱風式保管庫の排気ダクトおよびその
組立方法

ホシザキ電機株式会社

7
食器乾燥装置およびその食器乾燥装
置を備えるワゴン

トーヨー工業株式会社 57 食器類供給装置 新日本厨機株式会社

8 垂直循環式食器棚 片尾　隆 58 消毒保管装置 株式会社アイホー

9 給食作業用昇降運搬台車 株式会社中西製作所 59 食器洗浄装置 株式会社キョウドウ

10 食器類の消毒保管装置 株式会社アイホー 60 食器用ラックのトレイ ホシザキ電機株式会社

11 昇降乾燥装置 松下電工株式会社 61 食器用ラックのトレイ ホシザキ電機株式会社

12 熱風式保管庫 ホシザキ電機株式会社 62 調理器具殺菌装置 株式会社アートテック

13
蓄熱式熱供給装置を利用した食器類
消毒保管システム

谷口　俊夫 63 消毒保管装置 株式会社アイホー

14 熱風式保管庫 ホシザキ電機株式会社 64 加熱消毒装置 株式会社アイ・テック

15 熱風式保管庫の運転方法 ホシザキ電機株式会社 65 コンベヤ装置 株式会社中西製作所

16 食器消毒保管庫の運転方法 ホシザキ電機株式会社 66 消毒保管装置 ホシザキ電機株式会社

17 熱風式保管庫の運転方法 ホシザキ電機株式会社 67 コンテナ装置 株式会社アイホー

18 カート式食器消毒保管装置 株式会社アイホー 68 給食システムおよび料理提供方法 株式会社アイホー

19 食器乾燥装置 ホシザキ電機株式会社 69 食器消毒保管庫の運転方法 ホシザキ電機株式会社

20 食器消毒保管装置 エナジーサポート株式会社 70 加熱消毒装置 株式会社アイホー

21 食器類の加熱殺菌装置 株式会社アイテック 71 熱風式保管庫の運転方法 ホシザキ電機株式会社

22 熱風式保管庫 ホシザキ電機株式会社 72 食器保管庫用棚 ホシザキ電機株式会社

23 保管庫 ホシザキ電機株式会社 73 食器保管庫構造 ホシザキ電機株式会社

24 熱風式保管庫 ホシザキ電機株式会社 74 加熱処理システム 日本調理機株式会社

25 昇降棚装置 松下電工株式会社 75 加熱消毒システム 株式会社アイホー

26 食器保管庫及び調理台 株式会社アイテック 76 食器ディスペンサー 日本洗浄機株式会社

27 昇降棚装置 松下電工株式会社 77
食器類の洗浄消毒保管装置および食
器類の洗浄消毒保管方法

株式会社アイホー

28 昇降棚装置 松下電工株式会社 78 食器類殺菌乾燥機 株式会社小高商会

29 電動昇降食器乾燥機 松下電工株式会社 79 棚昇降式食器保管庫 株式会社マルゼン

30 熱風式保管庫の運転制御方法 ホシザキ電機株式会社 80 加熱殺菌装置 株式会社テラルキョクトウ

31 食器消毒保管庫用ハンドル ホシザキ電機株式会社 81 消毒保管装置 株式会社アイホー

32 開閉扉 ホシザキ電機株式会社 82 コンテナ 株式会社アイホー

33 昇降棚 松下電工株式会社 83 食器積重ね装置 株式会社アイホー

34 保管庫の連結構造 ホシザキ電機株式会社 84 分離装置 株式会社アイホー

35 食品機器等の殺菌方法 三浦工業株式会社

36 食器保管庫 ホシザキ電機株式会社

37 食器乾燥装置の昇降棚 松下電工株式会社

38 昇降棚装置 松下電工株式会社

39 温風送風ユニット ホシザキ電機株式会社

40 食器ディスペンサ ホシザキ電機株式会社

41 食器積重ね装置 株式会社アイホー

42
食器消毒保管庫およびその制御方法
ならびに制御装置

ホシザキ電機株式会社

43 自動食器積重装置 東静調理機株式会社

44 加熱処理システム 日本調理機株式会社

45 加熱処理システム 日本調理機株式会社

46
二台の恒温装置の並行運転制御装置
及び恒温装置

株式会社明城製作所

47 食器保管庫の棚 ホシザキ電機株式会社

48 食器用保温ケース 日本ヒーター機器株式会社

49 熱風式保管庫 ホシザキ電機株式会社

50 蒸気処理方法および蒸気処理装置 三浦工業株式会社 以上84点収録

食器乾燥保管庫の構造　　　No.10220
[公開編]　　平成１2年～平成19年（8年間）　　　　84点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥26,565   　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥26,565　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥39,900　）
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