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炒飯調理装置の構造
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成４年～平成１３年（１０年間） ８２点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１８，８００－

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１８，８００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２８，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9373 公開特許 餃子調理装置の構造 平.4-13 84点 ￥19,700

No,9092 〃 ハンバーガー調理装置 平.9-12 58点 ￥23,400
No,8141 〃 〃 平.5-8 79点 ￥34,400

No,8145 〃 回転式炒め装置の構造 平.1-8 74点 ￥27,700
No,8453 〃 食品加熱攪拌装置の構造 平.5-9 71点 ￥24,800

No,9372(A) 〃 めん類茹上げ装置の構造 平.4-13 132点 ￥30,700

No,7497(B) 〃 〃 昭.60-平.3 82点 ￥26,200
No,9372(B) 〃 めん類自動調理装置 平.4-13 83点 ￥19,300

No,7497(C) 〃 〃 昭.60-平.3 28点 ￥17,300
No,9250 登録・公開 フライヤーの構造と装置 平.13 73点 ￥18,200

No,9027 〃 〃 平.12 58点 ￥21,700
No,8834 〃 〃 平.11 73点 ￥29,600

No,8577 〃 〃 平.10 82点 ￥34,700

No,8330 〃 〃 平.9 60点 ￥23,700
No,9252 〃 米飯盛付加工装置の構造 平.13 64点 ￥16,000

No,9039 〃 〃 平.12 58点 ￥19,700
No,8847 〃 〃 平.11 91点 ￥34,500

No,8589 〃 〃 平.10 66点 ￥27,400
No,8331 〃 〃 平.9 76点 ￥31,600
No,8859 公開特許 タコ焼・お好み焼製造装置の構造 平.9-11 57点 ￥23,300
No,8118 〃 〃 平.4-8 69点 ￥29,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・

（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。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入

題 名
所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 回転式加熱調理機 三菱電機株式会社 46 炒め調理器 フジフーズ株式会社

2 回転式加熱調理機 三菱電機株式会社 47 加熱調理用具
株式会社エム・アイ・
ケー

3 回転式加熱調理機 三菱電機株式会社 48 加熱調理器 株式会社クボタ

4 回転式加熱調理機 三菱電機株式会社 49 加熱調理器 株式会社クボタ

5 回転式加熱調理機 三菱電機株式会社 50 加熱調理器 株式会社クボタ

6 加熱調理機 三菱電機株式会社 51 食品の連続炒め 株式会社フジテツモー

7 加熱調理機 三菱電機株式会社 52 調理機 株式会社トム

8 加熱調理機 三菱電機株式会社 53
半加工調理食材の製造方法と食材及
び装置

株式会社サンゴー

9 回転調理機 三菱電機株式会社 54 中華鍋の揺動装置 ワシ興産株式会社

10 回転調理機 三菱電機株式会社 55 具供給装置 株式会社ホリケン

11 回転式圧力調理機 三菱電機株式会社 56 食品炒め調理機 西山　昇

12
回転式加熱調理機および調理用鍋の
温度検出方法

三菱電機株式会社 57 回転掻き回しフライパン 矢野　洋明

13 回転調理機 三菱電機株式会社 58 調理装置 谷口工業株式会社

14 回転調理機 三菱電機株式会社 59 回転ドラム式炒め機 梶原工業株式会社

15 回転式加熱調理機 三菱電機株式会社 60 米飯冷却装置 株式会社佐竹製作所

16 回転調理機 三菱電機株式会社 61 炒め装置
株式会社ホーネンコーポ
レーション

17 回転調理機 三菱電機株式会社 62
ロータリー式攪拌混合方法と攪拌混
合羽根及び釜装置

クマノ厨房工業株式会社

18 回転調理機 三菱電機株式会社 63 回転ドラム式食品加熱装置 有限会社横山製作所

19 回転調理機 三菱電機株式会社 64 調理器 京都精工株式会社

20 回転調理機 三菱電機株式会社 65 フライパン揺動装置 大英技研株式会社

21 加熱調理機 三菱電機株式会社 66 食品用の加熱攪拌装置 梶原工業株式会社

22 回転式加熱調理機 三菱電機株式会社 67 食品の炒め方法及び装置 味の素株式会社

23 回転式加熱調理機 三菱電機株式会社 68 食品の炒め方法及び装置 味の素株式会社

24
ロータリー式調理釜装置用傾斜角目
安板

クマノ厨房工業株式会社 69 食品の炒め方法及び装置 味の素株式会社

25 回転炒め装置 野田　茂助 70 自動調理装置 キューサイ株式会社

26 加熱撹拌装置 ハウス食品工業株式会社 71 炒め調理機 西山　昇

27 回転調理機 三菱電機株式会社 72 炒め機 伊藤工機株式会社

28 食材加熱装置 サミー工業株式会社 73 食品連続炒め機 株式会社ニチレイ

29 個食連続炒め装置 村上　謙次 74 食品炒め調理器 西山　昇

30 個食連続炒め装置 村上　謙次 75
反転型回転式炒め向調理釜用煽り羽
根

クマノ厨房工業株式会社

31 食品連続炒め器
株式会社大阪福田麺機山
田商事 76

回転ドラム式鍋による食材の炒め方
法及び炒め機

梶原工業株式会社

32 攪拌調理装置 村上　謙次 77 回転式傾動型炒め機の調理方法 クマノ厨房工業株式会社

33 食品炒め調理機 西山　昇 78 回転ドラム式食材加熱器 株式会社ニイチ

34 自動炒め装置 株式会社クボタ 79 食品連続炒め装置 株式会社ニチレイ

35 回転式加熱調理装置
株式会社エム・アイ・
ケー 80 炒め機 伊藤工機株式会社

36 自動炒め装置 株式会社クボタ 81 竪型の食材炒め装置 有限会社ナカイ

37
個食の連続的な加熱調理装置におけ
る鍋の循環搬送装置

村上　謙次 82 業務用調理釜 ニチワ電機株式会社

38 食品の製造方法及び撹拌装置
株式会社トーシンテクニ
カル

39 食品材料の連続煎炒方法及び装置 カゴメ株式会社

40 加熱調理器 株式会社クボタ

41 加熱調理器 株式会社クボタ

42 加熱調理器 株式会社クボタ

43 加熱調理器 株式会社クボタ

44 加熱調理器 株式会社クボタ

45 加熱調理器 株式会社クボタ 以上８２点収録

炒飯調理装置の構造　　　No.9422

[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　８２点

CD-ROM版　　　￥18,800    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,800

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,000　）


