
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)

￥２３，３１０－ ￥２２，２００－

￥２３，３１０－ ￥２２，２００－

￥３４，９６５－ ￥３３，３００－

(本体価格)

No,9422 公開特許 平.4-平.13 82点 ￥18,800

No,9374       〃 平.4-平.13 84点  ￥19,700

No,9423       〃 平.4-平.13 67点  ￥15,400

No,8145       〃 平.1-平.8 74点  ￥27,700

No,8453       〃 平.5-平.9 71点  ￥24,800

No,10185       〃 平.15-平.19 73点 ￥21,900

No,9557       〃 平.12-平.14 64点  ￥24,000

No,8859       〃 平.9-平.11 57点  ￥23,300

No,9092       〃 平.9-平.12 58点  ￥23,400

No,8141       〃 平.5-平.8 79点  ￥34,400

No,9956       〃 平.9-平.17 88点 ￥24,600

No,8171       〃 平.4-平.8 60点  ￥23,700

No,9555       〃 平.5-平.14 75点  ￥20,000

No,10180       〃 平.14-平.19 92点 ￥27,900

No,9417       〃 平.4-平.13 82点 ¥19,200

No,10286 登録・公開 平.20 71点 ￥25,000

No,10143       〃 平.19 72点 ￥25,300

No,10031       〃 平.18 73点 ￥25,500

No,9918       〃 平.17 79点 ￥23,700

No,9777       〃 平.16 80点 ￥18,400
*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：〒

               〃

惣菜調理装置の構造

タコ焼・お好み焼製造装置の構造

               〃

               〃

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

※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      

餃子調理装置の構造

ハンバーガー調理装置

               〃

回転式炒め装置の構造

食品加熱攪拌装置の構造

炒飯調理装置の構造
[公開編]平成14年～平成20年（7年間）　　74点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３９７

お   申   込   書

ピラフ・チャーハンの製造加工方法

フライ材料整形装置の構造

               〃

スープ類の供給装置

               〃

               〃

米飯盛付加工装置の構造

               〃

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

炒飯調理装置の構造

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内



1
排熱風導入型の横型回転円筒式連続
炒め装置

味の素株式会社 41
間欠回転式炒め機及び間欠回転式炒
め機を用いた調理方法

株式会社三栄コーポレー
ションリミテッド

2 米飯の連続炒め装置及び方法 株式会社コメック 42 攪拌羽根及びこれを用いる攪拌装置 フジフーズ株式会社

3
ロータリー炒め機ならびに炒め玉葱お
よびソフリットの製造方法

味の素株式会社 43 多用途調理装置 株式会社ビジネスアクト

4
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 44 万能調理装置 中井機械工業株式会社

5
回転式大型調理容器の電磁誘導加熱
方法とその装置

有限会社ナカイ 45 攪拌機 株式会社飯田製作所

6 大量炊飯装置
京豊エンジニアリング株式
会社

46 回転式ガスかまど 中井機械工業株式会社

7 攪拌子を有する回転攪拌加熱容器 株式会社サンゴー 47 炒め飯の製造方法 味の素株式会社

8 業務用電磁誘導加熱調理器 三洋電機株式会社 48
食材冷却装置、これを用いる食材加工
システム及び食材冷却方法

フジフーズ株式会社

9 調理容器 前田  重夫 49 加熱調理方法 パロマ工業株式会社

10 一釜多品種同時炊飯システム
株式会社東京フードシステ
ム

50 調理装置 鷹  和夫

11 炒め物の製造装置 株式会社品川工業所 51 各種食材の万能攪拌装置 中井機械工業株式会社

12 炒め装置
株式会社ホーネンコーポ
レーション

52 加熱調理器 パロマ工業株式会社

13 炒め機 小野食品興業株式会社 53 撹拌装置 梶原工業株式会社

14 ロータリー式炒め装置 クマノ厨房工業株式会社 54 モーターフライパン 矢野  洋明

15 業務用炊飯器 パロマ工業株式会社 55
食品連続加熱機及びそれに用いられ
る放射温度計

株式会社ニチレイフーズ

16 業務用自動炊飯設備 株式会社サタケ 56
電磁調理器での使用に適する中華調
理器

伊勢  實

17 調理機 西山  昇 57 スライドフライパン 矢野  洋明

18 釜の転倒装置 株式会社品川工業所 58 食品の製造装置 株式会社品川工業所

19 粒状食品の加工装置 株式会社東洋製作所 59 油性調理飯を用いた成形飯 有限会社コッシ

20 粒状食品のほぐし整送装置 株式会社東洋製作所 60 炒め装置 株式会社ニチロ

21 調理器 三洋電機株式会社 61
調理攪拌体、調理釜及び加熱調理装
置

株式会社ティーケイエス

22 米飯料理の調理方法
株式会社わくわくコーポ
レーション

62 食材の撹拌加熱調理機 株式会社ダイハン

23 加熱フィーダー 小野食品興業株式会社 63
加熱処理食品製造装置およびそれを
用いた加熱処理食品製造方法

株式会社ヒガシヤデリカ

24
冷凍食品の調理方法及び冷凍食品用
解凍機

株式会社キンレイ 64 食材の加熱攪拌装置 有限会社ナカイ

25 鍋回動装置 鷹　和夫 65
電磁調理器用調理方法および卓上型
調理器

伊勢  實

26 米飯の連続炒め装置 味の素株式会社 66 フライパンロボット 矢野  洋明

27 炒め機械及びそれを用いた調理方法
株式会社ホーネンコーポ
レーション

67 調理容器 染谷  巨志

28 調理機 有限会社アライ・サンズ 68 加熱装置 株式会社ヒラカワガイダム

29 家庭用回転傾動式半球形鍋 株式会社スターボウ 69 焼米の調理方法および焼米製品 谷重  秀行

30 ロータリー式炒め装置 日本キッチン工業株式会社 70 卓上型回転式自動調理釜 小原  正樹

31 炒め装置 野田  茂助 71 インテリジェント化調理方法 リュウ、シャオユウ

32 電磁調理器用焼物器 伊勢　實 72
自動式・半自動式の裏返し方法と裏返
し装置

リュウ、シャオユウ

33
調理鍋、電磁調理器および加熱調理
器

草野　建男 73 調理装置 有限会社竹内食品機械

34 ドラム型調理装置 梶原工業株式会社 74 自動調理装置 株式会社児玉機械製作所

35 回転式電磁誘導加熱装置 東京電力株式会社

36 炊飯システム 株式会社アイホー

37
過熱水蒸気による加熱方法及びその
装置

デリカート株式会社

38 加工米飯の製造方法及び加工米飯 株式会社コメック

39
攪拌器具及び該器具を備えた調理台
並びに該調理台を備えた調理装置

鷹  和夫

40 炒め物の製造装置 株式会社品川工業所 以上74点収録

炒飯調理装置の構造　　　No.10397

[公開編]　　平成14年～平成20年（7年間）　　　　74点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥23,310    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,310　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥34,965　）
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