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(税込価格) (本体価格)

￥２５，９３５－ ￥２４，７００－
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(本体価格)

No,9676 公開特許 平.11 - 15 80点 ￥18,400

No,8663       〃 平.5-10 83点  ￥29,600

No,9081       〃 平.10-12 67点  ￥22,300

No,8471       〃 平.7-9 84点  ￥27,700

No,8392       〃 平.7-9 73点  ￥23,700

No,8395       〃 平.5-9 87点  ￥27,700

No,8397       〃 平.5-9 69点  ￥21,500

No,8445       〃 平.5-9 64点  ￥21,800

No,8454       〃 平.5-9 62点  ￥20,400

No,8394       〃 平.5-9 77点  ￥24,500

No,8396       〃 平.5-9 66点  ￥19,700

No,8379       〃 平.5-9 62点  ￥21,700

No,8399       〃 平.5-9 44点  ￥15,000

No,8398       〃 平.6-9 92点  ￥30,000

No,8356       〃 平.8-9 64点  ￥19,800

No,7981       〃 平.5-7 72点  ￥23,400

No,6699       〃 昭.60-63 102点  ￥24,600

No,8019       〃 平.5-7 42点  ￥20,000

No,8390       〃 平.5-9 61点  ￥19,800

No,8668       〃 平.5-10 74点  ￥24,700
*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：〒

既刊関連セットのご案内

バーベキュー装置の構造

鍋の取っ手構造と取付装置

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

金属ハウスウエアの構造

無煙ロースターの構造と装置

レジャー用クーラー・ボックス

携帯用木炭コンロの構造

               〃

鍋の取っ手構造と取付装置
[公開編]平成16年～平成20年（5年間）　　87点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０４０１

お   申   込   書

断熱調理器の構造

吹きこぼれ防止鍋と蓋構造

アウトドア用調理器具の構造

調理用焼き網の構造

アウトドア用折り畳み式テーブル

ペットボトル収納容器

※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      

               〃

電磁調理器用鍋の構造

               〃

フライパンと焦げ付き防止加工法

ケトルの構造と製造方法

天ぷら鍋の構造

圧力鍋の構造と製造方法

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

http://www.itdc-patent.com


1 鍋蓋支持具付き調理用鍋蓋 猪子　君平 34 調理用鍋 杉山金属株式会社

2
鍋の柄を３６０度着脱を随意に出来る
様にした片手鍋及び両手鍋の兼用鍋
とその柄

中村  雅雄 35 腕や肩の運動装置 錦城護謨株式会社

3 鍋蓋支持具付き調理用片手鍋 猪子  君平 36 調理器ハンドル
アクセス  ビジネス  グルー
プ  インターナショナル  リミ
テッド  ライア・・・

4 鍋蓋取っ手に放熱装置をつけたもの． 岩橋  宏一郎 37 調理器具 北陸アルミニウム株式会社

5 加熱調理容器用蓋 タイガー魔法瓶株式会社 38 脱着式の調理容器の取っ手 キムスハンドル株式会社

6 お玉セット鍋 有川  繁雄 39
エレベーター扉への引き込み防止装
置、エレベーター装置

三菱電機ビルテクノサービ
ス株式会社

7 鍋柄の取付装置 双葉工業株式会社 40 鍋蓋立て掛け用具 石橋  文秀

8 複合調理器 北陸アルミニウム株式会社 41
調理器具の容器に握り柄を取り付ける
取付システム

セブ  ソシエテ  アノニム

9
特にポットや鍋等の様々な器具におけ
る取り外し可能な着脱式ハンドルのた
めの連結システム

フィオッコ，マリア，グラジア 42 食物調理容器
バラリーニ  パオロ  アンド
フィグリ  ソシエタ  ペル  ア
チオニ

10
ポットおよび鍋の取リ外し可能な取っ手
の結合装置

フィオッコ，マリア，グラジア 43 米糠食材の製造方法 有限会社  上州ふる里食品

11 水受けリング付き調理鍋 長尾  憲 44 調理器 三洋電機株式会社

12 スライド促進機能付調理器具 藏本  成義 45 調理容器
クックー・エレクトロニクス・カ
ンパニー・リミテッド

13 持ち手カバー付き器 橋本  裕子 46
無線周波識別で制御される加熱可能
物体

井村  親季

14 加熱調理方法及び加熱調理用器具 杉山金属株式会社 47 片手鍋 小林  克子

15 調理鍋 長尾  憲 48 鍋 青柳  勝文

16 蓋を保持した鍋 岸川  勝由 49 調理用鍋蓋 株式会社よこやま

17 温度表示手段を有する食物調理容器
バラリーニ  パオロ  アンド
フィグリ  ソシエタ  ペル  ア
チオニ

50
鍋フライパンの窓に両片手握り手を挿
入、安定固定で移動をさすＨ型握り手
である

吉岡  安三

18 炒め鍋 関西電力株式会社 51 腱鞘炎防止片手鍋 石橋  聰

19 搾り、乾燥皿付き鍋 土田  庄吾 52 熱伝導促進振動機能付調理器具 原田  眞人

20 起電力警報機能付器具 岡田  豊久 53
スイング把手の片手鍋及び回動把手
の片手鍋。

小林  克子

21
調理具置き機能を持ったフライパン及
び手鍋

中村  升治 54 鍋 福永  終造

22 両面平鍋 株式会社住用２１ 55
調理器具に取手を固定すると共に飛
散防止キャップを有する装置

セブ  ソシエテ  アノニム

23 調理用鍋 アルゼ株式会社 56
積み重ね可能な調理器具と、これに対
応する蓋、並びに付属品

セブ  ソシエテ  アノニム

24
鍋蓋押え付き把手及び鍋蓋押え付き
把手付鍋

有限会社竹井器物製作所 57
無線周波識別で制御される加熱可能
物体のためのタグアセンブリ

イムラ・インターナショナル・
ユーエスエイ・インコーポ
レーテッド

25
指に挟み手で持てる２段の皿状支持
具を持つ鍋及び電気調理器具等の鍋
蓋取っ手。

笠井  文雄 58
１つの加熱機器で同時に別味付け料
理が出来る鍋

荒切　孝志

26 鍋 鈴木  淳 59 調理容器用把持具 大嶋　克彦

27 鍋 相澤  洋次郎 60 御玉杓子が収納できる鍋の蓋 小西　稔

28 ハンドル
ザ・ヴォルラス・カンパニー・
エル・エル・シー

61 蓋部材及び蓋付き天ぷら鍋 丸五産業株式会社

29
異なる厚さの容器に適応可能で取り外
し可能な把持用ハンドル装置

セブ  ソシエテ  アノニム 62 調理容器 株式会社エポラス

30 安全で取り外し可能な把持装置 セブ  ソシエテ  アノニム 63 片手鍋 株式会社玉虎堂製作所

31
ユーザが握り変える必要がない取り外
し可能な把持装置

セブ  ソシエテ  アノニム 64 調理器具用柄 谷口金属工業株式会社

32
調理器取っ手の調理温度アラーム装
置

権  順姫 65 加熱用調理容器 ピー  ティー  マスピオン

33 温度表示付き調理鍋
ミングル  メタル（シンセン）
カンパニー  リミテッド

66 取手装置
ウルシヤマ金属工業株式会
社

以下21点省略

鍋の取っ手構造と取付装置　　　No.10401

[公開編]　　平成16年～平成20年（5年間）　　　　87点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,935    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,935　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥38,850　）
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