
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)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,8674 公開特許 平.7-平.10 58点 ￥21,300

No,7750 公告特許 平.4-平.5 75点 ￥27,200

No,7665 公開特許 平.2-平.5 63点 ￥25,300

No,6786       〃 昭.59-平.1 69点 ￥24,300

No,9753 公告特許 平.6-平.15 99点 ￥23,000

No,10246 公開特許 平.16-平.19 85点 ￥29,700

No,9755       〃 平.12-平.15 99点 ￥23,000

No,8905       〃 平.9-平.11 53点 ￥19,700

No,8135       〃 平.1-平.8 78点 ￥24,500

No,8615       〃 平.1-平.10 99点 ￥29,700

No,9992       〃 平.10-平.17 68点 ￥23,500

No,8406       〃 平.5-平.9 58点 ￥19,800

No,8176A       〃 平.4-平.8 75点 ￥27,800

No,8176B       〃 平.4-平.8 77点 ￥24,600

No,8665       〃 平.5-平.10 69点 ￥24,700

No,6835       〃 平.1-平.8 104点 ￥22,700

No,6586       〃 昭.63 111点 ￥23,400

No,6295       〃 昭.61-昭.62 149点 ￥30,000

No,8394       〃 平.5-平.9 77点 ￥24,500
No,10394       〃 平.11-平.20 85点 ￥25,800

*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。 お電話でも承ります）

 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)

発熱剤組成物

◎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

               〃

発熱体付き飲食品容器の構造

               〃

弁当の包装方法と装置

化学カイロの製造方法

               〃

加熱装置付き食品容器
[公開編]平成15年～平成22年（8年間）　　69点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５９６

お   申   込   書

               〃

シート状発熱保温材の製造方法

簡易圧潰缶体の構造

               〃

弁当の製造・保存方法

お持ち帰り用弁当の容器

※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      

               〃

温熱パップ剤の製造方法

シート状冷却材の製造方法

               〃

               〃

アウトドア用調理器具の構造

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

焼肉用炭火コンロの構造



1
非常用保存食炊き出しセット及びその
調理方法

株式会社サタケ 36 加水発熱剤用外装容器 株式会社エネルダイン

2 発熱剤 株式会社協同 37 携帯用簡易加熱器
株式会社パル・コーポレー
ション

3 加熱機構付き携帯食品 株式会社小池風流軒 38 加熱装置 株式会社エネルダイン

4
加熱機能付き携帯食品用容器におけ
る水素随伴水蒸気と加熱臭を除去す
る方法、及び容器・・・・・

株式会社協同 39 簡易加熱器
株式会社パル・コーポレー
ション

5 加熱容器 株式会社協同 40 発熱剤 株式会社オオサキ

6 加熱容器 株式会社協同 41
加熱熱源、それを用いた食品の加熱
方法及び調理済み再加熱還元食品

株式会社協同

7 発熱剤及びそれを用いる発熱体
日本アルキルアルミ株式会
社

42 発熱具 株式会社ヨシザワ

8 加熱装置付き成分調整食品 ホリカフーズ株式会社 43
発熱具及び発熱具を備える食品加熱
容器

株式会社ヨシザワ

9 包装袋用の不織布 ハビックス株式会社 44 弁当収容容器 株式会社相生電子

10 透水性不織布 ハビックス株式会社 45
加熱剤、加熱剤の製造方法及び加熱
機能付き食品容器

市川  正之

11 加熱ユニット及び加熱容器 フクビ化学工業株式会社 46 調理済包装食品体の保存加熱装置 中山環境エンジ株式会社

12
調理装置付き携帯食料又は緊急災害
用備蓄食料、およびその使用方法

船山株式会社 47
化学発熱剤発熱装置及び化学発熱剤
発熱装置付き携帯食品用容器

株式会社小池風流軒

13
調理済み食品の長期保存用容器、長
期保存用食品、及び化学加熱装置付
き長期保存用調理済み食品

ホリカフーズ株式会社 48 自己加熱又は自己冷却容器
テンプラ  テクノロジー，イン
コーポレーテッド

14 発熱剤 半田  春見 49
内容物を加熱または冷却するための一
体型モジュールを備えた容器

オンテック  デラウェア  イン
ク．

15 加温器 有限会社モストップ 50 低速調理用加温配合剤
テンプラ  テクノロジー，イン
コーポレーテッド

16 携帯食品 吉田  美穂 51 食品調理具 マイコール株式会社

17 発熱剤及び発熱助剤 半田  春見 52 食品保温器 マイコール株式会社

18 発熱剤 株式会社協同 53 食品保温器及び食品保温方法 マイコール株式会社

19 飲食物用の加熱保温具 株式会社ヨシザワ 54 スチームパック
株式会社  キュイジーヌ・ラ
ボ

20
化学発熱剤用発熱助剤、および化学
発熱剤用発熱助剤と発熱剤との組み
合わせから成る発熱剤キット

株式会社協同 55 食品加熱容器 株式会社ヨシザワ

21
アルファー化米炊飯装置およびその使
用方法

船山株式会社 56
加熱具及び加熱具を備える食品加熱
容器

株式会社ヨシザワ

22
加熱装置及び加熱装置を組み込んだ
携帯食品用容器。

株式会社小池風流軒 57 温度調節パウチパック
ハーベスト  チャームフーズ
カンパニー  リミテッド

23 非火炎加熱具
クラウゼン・カンパニー・リミ
テッド

58 発熱体及び物品加熱装置 マイコール株式会社

24 携帯用簡易加熱器
株式会社パル・コーポレー
ション

59 携帯食品 市川  正之

25 化学発熱装置付き携帯食品用容器 市川  正之 60 スチームパック
株式会社  キュイジーヌ・ラ
ボ

26 液状飲食物用の加熱保温具 株式会社ヨシザワ 61 携帯食品
有限会社イージーマーケ
ティング

27
酸化熱触媒用反応剤使い捨てカート
リッジ装置。

谷川  直樹 62
化学発熱剤発熱装置および化学発熱
剤発熱装置を組み入れた携帯食品用
容器

株式会社ヨシザワ

28 携帯用簡易加熱器
株式会社パル・コーポレー
ション

63 発熱性成形体 ダイニック株式会社

29 発熱剤 株式会社協同 64 物品加熱装置 マイコール株式会社

30 発熱具を備えた弁当箱 株式会社ヨシザワ 65 加熱ユニットの製造方法及び加熱容器 フクビ化学工業株式会社

31 発熱具を備えた弁当箱 株式会社ヨシザワ 66 食品の加熱方法とこれに用いる発熱具 株式会社オオサキ

32
化学発熱装置及び化学発熱装置付き
携帯食品用容器

株式会社小池風流軒 67 食品の加熱方法とこれに用いる発熱具 株式会社オオサキ

33 発熱性食品加熱容器 株式会社ヨシザワ 68 物品加熱装置 マイコール株式会社

34 食品加熱装置 マイコール株式会社 69 自己加熱型容器
ファースト  ドリンクス  ２００
５，エス．エル．

35
自己加熱容器用のサーモスタット温度
制御

テンプラ  テクノロジー，イン
コーポレーテッド 以上69点収録

加熱装置付き食品容器　　　No.10596

[公開編]　　平成15年～平成22年（8年間）　　　　69点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）


