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鍋の取っ手構造と取付装置
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［公開編］平成１１年～平成１５年（５年間） ８０点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，３２０－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１９，３２０－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２８，３５０－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8663 公開特許 鍋の取っ手構造と取付装置 平.5-10 83点 ￥29,600
No,9081 〃 電磁調理器用鍋の構造 平.10-12 67点 ￥22,300
No,8471 〃 〃 平.7-9 84点 ￥27,700
No,8392 〃 フライパンと焦げ付き防止加工法 平.7-9 73点 ￥23,700
No,8395 〃 ケトルの構造と製造方法 平.5-9 87点 ￥27,700
No,8397 〃 天ぷら鍋の構造 平.5-9 69点 ￥21,500
No,8445 〃 断熱調理器の構造 平.5-9 64点 ￥21,800
No,8454 〃 吹きこぼれ防止鍋と蓋構造 平.5-9 62点 ￥20,400
No,8394 〃 アウトドア用調理器具の構造 平.5-9 77点 ￥24,500
No,8396 〃 調理用焼き網の構造 平.5-9 66点 ￥19,700
No,8379 〃 アウトドア用折り畳み式テーブル 平.5-9 62点 ￥21,700
No,8399 〃 ペットボトル収納容器 平.5-9 44点 ￥15,000
No,8398 〃 レジャー用クーラー・ボックス 平.6-9 92点 ￥30,000
No,8356 〃 携帯用木炭コンロの構造 平.8-9 64点 ￥19,800
No,7981 〃 〃 平.5-7 72点 ￥23,400
No,6699 〃 バーベキュー装置の構造 昭.60-63 102点 ￥24,600
No,8019 〃 金属ハウスウエアの構造 平.5-7 42点 ￥20,000
No,8390 〃 無煙ロースターの構造と装置 平.5-9 61点 ￥19,800
No,8668 〃 圧力鍋の構造と製造方法 平.5-10 74点 ￥24,700
No,8669 〃 焼肉鍋の構造と製造方法 平.5-10 81点 ￥26,300

*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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 システム鍋 株式会社タイエイジャパン 49 片手鍋 株式会社玉虎堂製作所

2 加熱調理容器の取手 フジマル工業株式会社 50 鍋本体の取っ手装置 株式会社リービングアート

3 容器の把手取り付け構造 日本酸素株式会社 51 多目的容器 中村　二三男

4
金属鍋等における把手取付け方法及
び装置

中澤工業株式会社 52 把手付き調理器具 藏本　成義

5 取手付き鍋 関西軽金属工業株式会社 53 容器用着脱式取っ手 趙　弼彙

6 鍋構造 李清水 54 加熱調理容器用取手 株式会社日軽プロダクツ

7 着脱取手 株式会社よこやま 55 調理器 杉山金属株式会社

8 鍋用着脱把手 パール金属株式会社 56 煮炊き具の持手 竹内　修

9 鍋の取手を保護する器具 徳納　成芳 57 容器に取付けた運動する柄 田中　一夫

10 把手取付構造 象印マホービン株式会社 58 着脱式の取手構造 株式会社丸山技研

11 　調理用鍋 株式会社中央産業 59 容器保持器 日高　清章

12 鍋の把手構造 株式会社日軽プロダクツ 60 握柄の連結構造 株式会社エクスト

13 調理鍋取っ手の過熱防止構造 後藤　義之 61
はし置きつき鍋の取っ手と鍋ふたのつ
まみ

井関　紀江

14 料理道具の蓋・取っ手組立体
ダート　インダストリーズ　イ
ンコーポレイテッド

62
取手バヨネット型閉止部を持つ圧力鍋
を開くための安全器具

セブ　エス．アー．

15 鍋の取手 象印マホービン株式会社 63 調理用鍋 株式会社エポラス

16 片手取手付き容器 日本酸素株式会社 64 鍋の取っ手 許　得惠

17 調理用具 早矢仕　道宗 65 鍋用の柄 林　紹球

18 着脱取手 株式会社よこやま 66 容器の着脱式ハンドル 明道株式会社

19 取手装置 有限会社味方製作所 67 取手付き両手鍋 新越金網株式会社

20 調理用鍋のスプ―ン具 趙　弼彙 68 調理器 大同特殊鋼株式会社

21 取手装置 有限会社味方製作所 69 片手鍋保温調理具 佐藤　金雄

22 遠赤外線加熱調理具 株式会社百梨商事 70 組合せ調理鍋 長井　靖

23 容器の着脱式取手 株式会社日軽プロダクツ 71 組合せ調理鍋 長井　靖

24 調理容器把持のためのハンドル 株式会社星昌マート 72 調理器における本体の把手構造 象印マホービン株式会社

25 容器の着脱式取手 株式会社日軽プロダクツ 73 加熱用器具の取手 日本マイヤー株式会社

26 容器の着脱式取手 株式会社日軽プロダクツ 74 把手構造 株式会社中央産業

27 ハンドル、ハンドルの着脱方法 株式会社宮崎製作所 75 調理用鍋及びその付属品 株式会社藤井器物製作所

28 鍋 東津　真己 76 加熱調理用容器 新光金属株式会社

29 調理用把手 株式会社　サカイ技研 77 取りはずしなべ手 三上　武志

30 蓋付き鍋 関西軽金属工業株式会社 78
取り外しできる取っ手を備えている料
理用具

セブ　ソシエテ　アノニム

31 鍋 株式会社よこやま 79 調理器具用取っ手装置
デージーアー　ドダーヌ
ジャン　エ　アソシエ　デー
ジーアー　クリステル

32 容器の着脱式取手 株式会社日軽プロダクツ 80 ロック機能把手・つまみ付き容器 古澤　幸夫

33 着脱取手構造 株式会社よこやま

34 鍋用把手 株式会社ユニタス

35 調理容器の把持具 株式会社ベイシティ

36 加熱調理用器具 波多野　千年

37
鍋等の加熱調理容器の着脱自在な取
手

株式会社ミツワコーポレイ
ション

38 取り外し把手 瀬川　和仁

39 鍋の柄取付装置 杉山金属株式会社

40 調理器用把手 象印マホービン株式会社

41 調理容器の取手装置 日新産業株式会社

42 鍋の取手 有限会社竹井器物製作所

43 多機能鍋 曹　馨方

44 ユニット鍋 小野澤　真美子

45 鍋の取っ手 許　得惠

46 調理用鍋及び組み合わせ調理用具 株式会社高敏

47 着脱把手構造 矢沢工業株式会社

48 調理用器具の把手 株式会社アクロス 以上８０点収録

鍋の取っ手構造と取付装置 　　No.9676

[公開編]　　平成１１年～平成１５年（５年間）　　　８０点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥19,320    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥19,320　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,350　）


