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［公開編］平成９年～平成１６年（８年間） ７４点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２９，２９５－ ￥２７，９００－(抄録版付)
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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8145 公開特許 回転式炒め装置の構造 平.1-8 74点 ￥27,700
No,9555 〃 スープ類の供給装置 平.5-14 75点 ￥20,000
No,9530 〃 業務用加湿温蔵装置の構造 平.5-14 100点 ￥20,000
No,9373 〃 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,9557 〃 タコ焼・お好み焼製造装置の構造 平.12-14 64点 ￥16,000
No,8859 〃 〃 平.9-11 57点 ￥23,300
No,8118 〃 〃 平.4-8 69点 ￥29,700
No,8147 〃 自動魚焼装置の構造 昭.62-平.8 89点 ￥27,700
No,8171 〃 フライ材料整形装置の構造 平.4-8 60点 ￥23,400
No,8291 〃 卵料理装置の構造 平.5-8 69点 ￥20,000
No,9556 〃 焼鳥製造機の構造 平.7-14 87点 ￥21,900
No,7836 〃 〃 平.4-6 61点 ￥21,400
No,7333 〃 〃 平.2-3 69点 ￥29,400
No,8121 〃 蒸し器の構造 平.7-8 87点 ￥23,400
No,7806 〃 〃 平.4-6 81点 ￥26,300
No,8390 〃 無煙ロースターの構造と装置 平.5-9 61点 ￥19,800
No,8400 〃 回転式寿司カウンターの構造 平.2-9 70点 ￥29,700
No,9422 〃 炒飯調理装置の構造 平.4-13 82点 ￥18,800
No,9423 〃 惣菜調理装置の構造 平.4-13 67点 ￥15,400

*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。］
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※料金には別途送料がかかります。
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1 中華鍋の揺動装置 ワシ興産株式会社 38 回転ドラム式食材加熱器 株式会社ニイチ

2 焙炒装置 キッコーマン株式会社 39 食品連続炒め装置 株式会社ニチレイ

3 誘導加熱式回転攪拌鍋 並木精密宝石株式会社 40 炒め機 伊藤工機株式会社

4 食品炒め調理機 西山　昇 41 竪型の食材炒め装置 有限会社ナカイ

5 調理装置 谷口工業株式会社 42 業務用調理釜 ニチワ電機株式会社

6 回転ドラム式炒め機 梶原工業株式会社 43
ロータリー炒め機ならびに炒め玉葱お
よびソフリットの製造方法

味の素株式会社

7 炒め装置
株式会社ホーネンコーポ
レーション

44 調理容器 前田　重夫

8 調理システム
株式会社日野フードセン
ター

45
排熱風導入型の横型回転円筒式連続
炒め装置

味の素株式会社

9
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 46
回転撹拌装置における加熱対象物の
攪拌方法、および最適加熱効率を考
慮した熱の補充方法

株式会社ダイハン

10 食品材料の連続煎炒方法及び装置 カゴメ株式会社 47
回転式大型調理容器の電磁誘導加熱
方法とその装置

有限会社ナカイ

11 回転ドラム式食品加熱装置 有限会社横山製作所 48 米飯の連続炒め装置及び方法 株式会社コメック

12 飲食品材料等の熱処理装置 井出　裕之 49
細断により強い粘性を持つペースト状
となる物質を細断する装置

株式会社ニチレイ

13 調理器 京都精工株式会社 50 攪拌子を有する回転攪拌加熱容器 株式会社サンゴー

14 フライパン揺動装置 大英技研株式会社 51 海藻類炒め物装置 金　生鎬

15 調理装置 服部工業株式会社 52 加熱フィーダー 小野食品興業株式会社

16 加熱調理殺菌装置 小野食品興業株式会社 53 炒め機 小野食品興業株式会社

17 加熱調理殺菌装置 小野食品興業株式会社 54 ロータリー式炒め装置 クマノ厨房工業株式会社

18 食品用の加熱攪拌装置 梶原工業株式会社 55 加熱調理装置 アサヒ装設株式会社

19
固形料理材の連続調理システム、固形
料理材の連続調理器、及び固形調理
材の連続調理方法

フード・インダストリー・リ
サーチ・アンド・ディベロップ
メント・インスティテュート

56
加熱鍋および直火釜の焦げ防止装
置。

株式会社品川工業所

20
調理装置の加熱釜壁面温度センサお
よび加熱調理方法

梶原工業株式会社 57 調理機 西山　昇

21 炒めタマネギの製造方法 ハウス食品株式会社 58 炒め物の製造装置 株式会社品川工業所

22 食品の炒め方法及び装置 味の素株式会社 59 釜の転倒装置 株式会社品川工業所

23 食品の炒め方法及び装置 味の素株式会社 60 撹拌羽根 株式会社品川工業所

24 食品の炒め方法及び装置 味の素株式会社 61 炒め装置
株式会社ホーネンコーポ
レーション

25 食品の加熱方法および鍋 梶原工業株式会社 62 調理装置 有限会社竹内食品機械

26 自動調理装置 キューサイ株式会社 63 米飯の連続炒め装置 味の素株式会社

27 加熱方法及び加熱装置 梶原工業株式会社 64 炒め機械及びそれを用いた調理方法
株式会社ホーネンコーポ
レーション

28 炒め調理機 西山　昇 65 撹拌装置の主軸のシール構造 株式会社品川工業所

29 炒め機 伊藤工機株式会社 66 鍋回動装置 鷹　和夫

30 食品連続炒め機 株式会社ニチレイ 67 加熱調理釜 小野食品興業株式会社

31 食品炒め調理器 西山　昇 68 調理機 有限会社アライ・サンズ

32
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 69
過熱水蒸気による加熱方法及びその
装置

デリカート株式会社

33
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 70 ロータリー式炒め装置 日本キッチン工業株式会社

34 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 71 ドラム型調理装置 梶原工業株式会社

35
食品加工調理方法及び食品加工調理
装置

食協株式会社 72 炒め装置 野田　茂助

36 調理機装置 梶原工業株式会社 73 回転式電磁誘導加熱装置 東京電力株式会社

37 調理機装置 梶原工業株式会社 74 加熱調理装置および炊飯方法 株式会社アイホー
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