
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥３０，０３０－ ￥２８，６００－

￥３０，０３０－ ￥２８，６００－

￥４４，１００－ ￥４２，０００－

(本体価格)

No,9843 公開特許 平.8-11 100点  ￥28,700

No,8921       〃 平.8-11 60点  ￥20,400

No,8921       〃 平.8-11 60点  ￥20,400

No,8145       〃 平.1-8 74点  ￥27,700

No,8147       〃 昭.62-平.8 89点  ￥27,700

No,8453       〃 平.5-9 71点  ￥24,800

No,9374       〃 平.4-13 84点  ￥19,700

No,9422       〃 平.4-13 82点  ￥18,800

No,9423       〃 平.4-13 67点  ￥15,400

No,9530       〃 平.5-14 100点  ￥20,000

No,9092       〃 平.9-12 58点  ￥23,400

No,8141       〃 平.5-8 79点  ￥34,400

No,8291       〃 平.5-8 69点  ￥23,400

No,9557       〃 平.12-14 64点  ￥16,000

No,8859       〃 平.9-11 57点  ￥23,300

No,10292 登録・公開 平.20 65点 ￥27,800

No,10148       〃 平.19 76点  ￥25,300

No,10033       〃 平.18 86点  ￥28,700

No,9919       〃 平.17 74点  ￥22,200

No,9776       〃 平.16 90点  ￥20,700
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。

（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

回転式炒め装置の構造

業務用ガスレンジ・バーナーの構造

フライヤーの構造と装置

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

ガス・コンロ用バーナー・キャップ

既刊関連セットのご案内

自動魚焼装置の構造

食品加熱攪拌装置の構造

焼肉用排煙装置の構造
[公開編]平成11年～平成20年（10年間）　　98点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３９５

お   申   込   書

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

               〃

               〃

               〃

               〃

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

卵料理装置の構造

タコ焼・お好み焼製造装置の構造

               〃

ガス・コンロ用バーナー・キャップ

惣菜調理装置の構造

業務用加湿温蔵装置の構造

ハンバーガー調理装置

               〃

餃子調理装置の構造

炒飯調理装置の構造

http://www.itdc-patent.com/


1 厨房等に於ける油分離機 橋本産業株式会社 43 分煙装置 ダイキン工業株式会社

2 ロースターにおける排ガス浄化装置 シンポ株式会社 44 無煙調理台 サンタ株式会社

3 空気浄化装置
スーパーレジン工業株式会
社

45
調理焼成等による排気ガスの処理装
置

株式会社タカラブネ

4 無煙ロースターの排気構造 ジョイテック株式会社 46 ロースター用フィルター及びロースター 株式会社ブリヂストン

5 上引き式ロースター シンポ株式会社 47 無煙ロースターの排気システム シンポ株式会社

6 ロースターにおける排ガス浄化装置 シンポ株式会社 48
無煙ロースター用防火ダンパーに於け
る着脱装置

西山  良秀

7 排煙ホース用サッシパネル 株式会社名星工業 49 移動可能換気装置 伊藤  有二

8 空気清浄装置および光触媒ユニット ダイキン工業株式会社 50 簡易設置型排煙機構 鷹  和夫

9 ロースターにおける排煙装置 タニコー株式会社 51
無煙ロースターに使用する排ガス含有
粒子付着材

シンポ株式会社

10 ロ―スタ―及び排煙方法 タニコー株式会社 52 ロースターにおける上引き吸引構造 シンポ株式会社

11 フィルター浄化式ノンダクトロースター シンポ株式会社 53
加熱調理部付きテーブル個別排気用
の排気装置

株式会社野田ハッピー

12 無煙ロースターのフィルター組込構造 シンポ株式会社 54 フィルタ装置
株式会社シルクインダスト
リー

13 上引き式ロースターの油脂回収装置 シンポ株式会社 55 調理テーブルの排煙装置 八千代機械株式会社

14 竜巻式排気清浄装置を備えた椅子 株式会社トルネックス 56 厨房用レンジフード
システム・インテグレーショ
ン株式会社

15 室内排気フード装置 有限会社八千代北海道 57 排気浄化システム 東洋建装有限会社

16 排煙フード トップエアー工業株式会社 58 消臭方法及び装置 石井企業株式会社

17 焼肉テーブルの排煙装置 八千代機械株式会社 59 オイルミスト除去装置 株式会社オーデン

18 換気空調システム ダイキン工業株式会社 60 消臭装置及び消臭方法 デォメール株式会社

19 トルネード型換気システム ダイキン工業株式会社 61 無煙ロースターの油脂回収装置 シンポ株式会社

20 給紙ボックス 株式会社サトー 62 卓上型排煙装置 加来  光

21 給排気装置 ダイキン工業株式会社 63
排気又は排煙の脱臭・浄化方法とその
装置

株式会社オメガ

22 気体の洗浄装置及び気体の洗浄方法 エスポ株式会社 64
気体洗浄用充填材および汚染気体の
洗浄システム

エスポ株式会社

23 脱臭装置 龍玉精工株式会社 65 ガス浄化方法及び装置 株式会社プランテ

24 排気または排煙の脱臭、浄化方法 株式会社オメガ 66 ロースター用排煙設備管理システム シンポ株式会社

25 ロースター排ガスの上引き式吸引装置 シンポ株式会社 67 加熱調理用排気装置 助川電気工業株式会社

26 ロースター排ガスの上引き浄化装置 シンポ株式会社 68 焼肉店システム 有限会社おおくら

27 上引き吸引装置の支持構造 シンポ株式会社 69 店舗空調制御装置 三洋電機株式会社

28
調理用排気フィルター及びその排気
フィルターを備えた調理用排気フード

株式会社浅井工業 70 空気浄化装置及び空気浄化方法 ダイキン工業株式会社

29
調理用排気フィルター及びその排気
フィルターを備えた調理用排気フード

株式会社浅井工業 71 排煙装置 木村  秀光

30 空気清浄器 株式会社浅井工業 72 無煙ロースターの排気連結装置 シンポ株式会社

31 空気調和装置の室内機 ダイキン工業株式会社 73 排煙機能付ロースター 助川電気工業株式会社

32 油煙処理装置 ダイキン工業株式会社 74 耐外風高速排気装置 株式会社什研

33 給排気装置 ダイキン工業株式会社 75 ミスト除去装置及びミスト除去方法 株式会社オーデン

34 室内空気循環式換気扇 井本  善治 76 無煙ロースターの排気接続装置 シンポ株式会社

35 排煙装置 李  孟育 77 ロースターにおける排気装置 シンポ株式会社

36
客室と厨房間の気流制御方法及び装
置

シンポ株式会社 78 焼肉用テーブル 株式会社マスコ

37
上引き式ロースターにおける排ガス吸
引構造

シンポ株式会社 79 脱臭装置 株式会社山武

38 上引き式ロースター シンポ株式会社 80 脱臭機構 ダイキン工業株式会社

39
加熱調理部付きテーブル個別排気用
の排気装置

株式会社野田ハッピー 81 排煙除去装置 安部  一祐

40 給排気装置 ダイキン工業株式会社 82 気泡洗浄脱臭装置 ヤマトヨ産業株式会社

41 給排気装置 ダイキン工業株式会社 83 排気消臭装置 ホーコス株式会社

42 給排気装置 ダイキン工業株式会社 以下15点省略

焼肉用排煙装置の構造　　　No.10395

[公開編]　　平成11年～平成20年（10年間）　　　　98点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥30,030    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥30,030　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥44,100　）
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