
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,10398 公開特許 平.11-平.20 99点 ￥28,600

No,9556       〃 平.7-平.14 87点 ￥20,000

No,7836       〃 平.4-平.6 61点  ￥21,900

No,8147       〃 昭.62-平.8 89点  ￥27,700

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,8118       〃 平.4-平.8 69点  ￥29,700

No,9373       〃 平.4-平.13 84点  ￥19,700

No,9422       〃 平.4-平.13 82点  ￥18,800

No,9423       〃 平.4-平.13 67点  ￥15,400

No,9092       〃 平.9-平.12 58点  ￥23,400

No,8291       〃 平.5-平.9 69点  ￥23,400

No,8145       〃 平.1-平.8 74点  ￥27,700

No,8453       〃 平.5-平.9 71点  ￥24,800

No,9843       〃 平.7-平.16 100点  ￥28,300

No,8390       〃 平.5-平.9 61点  ￥19,800

No,9958       〃 平.13-平.17 82点 ￥25,700

No,9956       〃 平.9-平.17 88点 ￥24,600

*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

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

               〃

焼鳥製造機の構造

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

タコ焼・お好み焼製造装置の構造

串焼き調理装置の構造

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６２１

お   申   込   書

ハンバーガー調理装置

回転式炒め装置の構造

自動魚焼装置の構造

食品加熱攪拌装置の構造

業務用スチームコンベクションオーブン

業務用ガスレンジ・バーナーの構造

無煙ロースターの構造と装置

               〃

※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

炒飯調理装置の構造

惣菜調理装置の構造

型焼き菓子の製造装置
[公開編]平成13年～平成22年（10年間）　　70点

               〃

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

フライ材料整形装置の構造



1 焼き菓子及び焼き菓子の製造金型 株式会社バンプレスト 42 焼き食品の製造装置 株式会社山田製作所

2 ドラ焼きなどの菓子の焼成用焼き板 新日本機械工業株式会社 43 両面焼き器の搬送装置 株式会社山田製作所

3 菓子焼成用焼き板 新日本機械工業株式会社 44
両面焼き器の開閉装置及び両面焼き
器

株式会社山田製作所

4
調理御飯入り今川焼風食品の製造方
法

鈴茂器工株式会社 45
両面焼き器の反転装置及び両面焼き
器

株式会社山田製作所

5
菓子、食品の焼成装置における離型
油塗布装置

ルブテック株式会社 46
食品成形装置及びこれを備えた食品
生産システム

財団法人工業技術研究院

6 焼き餅の製造方法ならびに製造装置 大濱  芳子 47
食品製造装置及び食品製造装置の製
造方法

株式会社ベーカリー麦畑

7
菓子、パン、食品の焼成用焼き板の離
型油塗布方法

ルブテック株式会社 48 焼き鏝 株式会社永起

8 食品焼成器 古田  公磨 49 菓子焼成板 株式会社大和田製作所

9 食品焼成板及び食品焼成機 株式会社大和田製作所 50 回転焼き物装置
株式会社吉野家ホールディ
ングス

10
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 51 今川焼きの製造方法及び製造装置 株式会社大和田製作所

11 菓子生地の絞り装置 新日本機械工業株式会社 52 ドラ焼きの製造装置及び製造方法 株式会社マスダック

12 菓子生地の絞り方法 新日本機械工業株式会社 53 焼き菓子の焼成装置 愛知電熱株式会社

13 食品生地の焼成又は蒸成装置 新日本機械工業株式会社 54 焼き板の自動洗浄装置 株式会社マスダック

14
食品生地の処理方法ならびにその装
置

新日本機械工業株式会社 55
焼成食品の離型方法及び焼成食品離
断器具

株式会社ワールド精機

15
たい焼きあるいはたい焼き状菓子類の
製造方法

株式会社ホットランド 56 電気ヒーター付き携帯用鯛焼器 奥羽  一夫

16 可塑性食品の移送装置 梶原工業株式会社 57 鯛焼機 新都商事株式会社

17
とら焼きその他焼き菓子の製造方法な
らびにその製造装置

新日本機械工業株式会社 58 加熱調理装置 ワシオ厨理工業株式会社

18 ワッフル等食品製造用の電気式焼き機 株式会社ブレントウッド 59 加熱調理装置 ワシオ厨理工業株式会社

19 焼  器 秋本  教仁 60 食品焼成装置 株式会社永起

20 加熱調理器 株式会社アオバ 61 焼き菓子製造装置 株式会社  天下鯛焼本舗

21 電気式加熱加圧調理器 株式会社峰松電機 62 食品焼成装置
株式会社日本フーズセン
ター

22 菓子成形装置 新日本機械工業株式会社 63 食品焼成装置の加熱部配線構造
株式会社日本フーズセン
ター

23 食品流動体の供給装置、方法及び袋 新日本機械工業株式会社 64 焼菓子用鉄板 株式会社プレーン

24 成形機のクリーニング方法 日世株式会社 65 型焼き菓子の自動製造装置 株式会社マスダック

25 複合調理機能を有する移動販売車 渡  修 66 食品焼成板 有限会社小松鋳型製作所

26 焼き菓子用焼き装置の材料供給装置 ▲吉▼田工業株式会社 67 成形食品用焼成機 有限会社はら屋

27 菓子焼成装置 株式会社大和田製作所 68 焼き装置および焼き方法 ヴォルフガング  ホーファー

28 たい焼き器 株式会社ホットランド 69 電磁調理装置 宇佐美  繁

29
具材供給具と具材供給用へら及び具
材供給方法

株式会社オーバン 70 包み食品の成形器 株式会社カクセー

30 型焼き菓子製造装置 大森  直人

31
調理機器管理装置、調理機器管理シ
ステム及び調理機器管理方法

ダイキン工業株式会社

32 焼菓子カップ生地成型装置 新日本機械工業株式会社

33
焼菓子カップ生地成型装置及び成型
方法

新日本機械工業株式会社

34 食品生地の練成機及びその練成方法 株式会社大和田製作所

35 食品焼成装置 株式会社大和田製作所

36
菓子焼成装置における揺動体支持構
造

株式会社大和田製作所

37 模様付き焼き菓子の製造方法 魚井  伸悟

38 電磁誘導加熱食品焼き器 梶原工業株式会社

39 型焼き菓子製造装置 有限会社二鶴堂

40 洋風どら焼 株式会社マスダック

41 菓子焼成型 株式会社幸和工業 以上70点収録

型焼き菓子の製造装置　　　No.10621

[公開編]　　平成13年～平成22年（10年間）　　　　70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　）




