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＊最新の特許情報が満載！

無煙ロースターの構造と装置
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
［公開編］（セットＡ）平成１０年～平成１３年 （４年間） １００点
［公開編］（セットＢ）平成１４年～平成１７年 （４年間） ９９点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 （セットＡ）￥２９，４００－ （セットＢ）￥２９，４００－(抄録版付) (全て税込価格)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 （セットＡ）￥２９，４００－ （セットＢ）￥２９，４００－
(CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 （セットＡ）￥４４，１００－ （セットＢ）￥４４，１００－ )

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8390 公開特許 無煙ロースターの構造と装置 平.5-9 61点 ￥19,800
No,9556 〃 焼鳥製造機の構造 平.7-14 87点 ￥20,000
No,7836 〃 〃 平.4-6 61点 ￥21,900
No,7333 〃 〃 平.2-3 69点 ￥21,400
No,8147 〃 自動魚焼装置の構造 昭.62-平.8 89点 ￥27,700
No,9845 〃 回転式炒め装置の構造 平.9-16 74点 ￥27,900
No,8145 〃 〃 平.1-8 74点 ￥27,700
No,9852 〃 食品加熱攪拌装置の構造 平.10-16 81点 ￥27,400
No,8453 〃 〃 平.5-9 60点 ￥20,400
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,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,9374 〃 餃子調理装置の構造 平.4-13 84点 ￥19,700
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
No,8291 〃 卵料理装置の構造 平.5-8 69点 ￥20,000
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

*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 焼き肉ロースタの使用方法
株式会社中部コーポレー
ション

1 ロストル及びそれを用いたロースター 仁科　英雄

2 ロースタ
株式会社中部コーポレー
ション

2 電磁誘導加熱式ロースター
株式会社中部コーポレー
ション

3
電磁誘導加熱による熱放射加熱調理
器

ハイデック株式会社 3 ロースター 株式会社トルネックス

4 加熱調理装置 株式会社はや 4
客室と厨房間の気流制御方法及び装
置

シンポ株式会社

5 焼き肉ロースタの燃焼部構造
株式会社中部コーポレー
ション

5 無煙ロースター ジョイテック株式会社

6 ガス焼き物器
株式会社中部コーポレー
ション

6 可動調理器
株式会社中部コーポレー
ション

7 ガス焼物器用ホットプレート
株式会社中部コーポレー
ション

7 焼物器 株式会社トルネックス

8
水槽付きロースタに装着されるガス
バーナ

株式会社中部コーポレー
ション

8 ノンダクトロースター シンポ株式会社

9 調理用陶板
株式会社中部コーポレー
ション

9
炭火ロースター及びそれに用いる火消
し蓋

仁科　英雄

10 電磁誘導加熱装置 ハイデック株式会社 10 調理器
株式会社シルクインダスト
リー

11 移動式無煙調理器におけるフード シンポ株式会社 11
炭火ロースター及びそれに用いられる
ロースターの密閉機構

仁科　英雄

12 焜炉用排煙装置 株式会社マルニシ 12
炭火ロースター及びそれに用いられる
空気供給機構

仁科　英雄

13 ロースターの設置構造 シンポ株式会社 13 無煙ロースター ジョイテック株式会社

14 多様化移動式無煙調理器 シンポ株式会社 14 ロースター 有限会社プラザ厨機

15
ロースターの吸引通路におけるミスト回
収装置

シンポ株式会社 15 無煙ロースター ジョイテック株式会社

16
焼物用ガスコンロおよび焼物用ガス調
理設備

三浦　雅博 16 ガスコンロを備えたロースター 仁科　英雄

17 排気装置 シンポ株式会社 17 ロースターの立消え検知装置 シンポ株式会社

18 ロースタ
株式会社中部コーポレー
ション

18
炭火ロースター用火起こし蓋及びそれ
を用いた炭火ロースター

仁科　英雄

19 焼き台
太陽フードサービス株式会
社

19
炭火ロースター及びそれに用いる燃焼
空気調節具

仁科　英雄

20
移動式無煙調理器における吸煙通路
構造

シンポ株式会社 20
上引き式ロースターにおける排ガス吸
引構造

シンポ株式会社

21 無煙ロースタ
株式会社中部コーポレー
ション

21 上引き式ロースター シンポ株式会社

22 クッキングテーブルの燃焼装置 山岡金属工業株式会社 22 ロースターの安全管理装置 シンポ株式会社

23 ガス機器
株式会社中部コーポレー
ション

23 焼肉等の加熱調理装置 近藤　博信

24 ロースター 仁科　英雄 24 無煙ロースター シンポ株式会社

25 加熱調理器
株式会社中部コーポレー
ション

25 肉類ロースター
ユハン　エレクトロニクス　カ
ンパニー　リミテッド

26 ロースターの調理器具 シンポ株式会社 26
無煙調理テーブルの為の着脱可能な
吸引装置

株式会社クリエイティブ・リン
ク

27 ロースターの油脂回収装置 シンポ株式会社 27 ロースターの油脂回収装置 シンポ株式会社

28
ロースター装置及びロースター装置用
燃焼補助具

金　明吉 28
無煙ロースター用防火ダンパーに於け
る着脱装置

西山　良秀

29 無煙調理器 李　孟育 29
無煙加熱調理器及び無煙加熱調理シ
ステム

シンポ株式会社

30 上引き式ロースター シンポ株式会社 30 焼物器 株式会社トルネックス

31 ロースターにおける排ガス浄化装置 シンポ株式会社 31 無煙ロースター ジョイテック株式会社

32 バーナー把持具 ジョイテック株式会社 32 無煙ロースター サンタ株式会社

33 無煙ロースターの排気構造 ジョイテック株式会社 33 ロースター ジョイテック株式会社

34 無煙ロースター 有限会社プラザ厨機 34 ロースターにおける上引き吸引構造 シンポ株式会社

35 調理器 山岡金属工業株式会社 35 無煙ロースターユニット 仁科　英雄

36 無煙ロースター用炭壷 ジョイテック株式会社 36 ロースター ジョイテック株式会社

37 遮熱板 仁科　英雄 37 ロースター用赤熱板ホルダー 仁科　英雄

以下６３点収録 以下６２点収録

無煙ロースターの構造と装置(セットA・B) 　　　No.9957

セットA[公開編]　平成10年～平成13年（4年間）　100点   CD-ROM版  ￥29,400   Ｂ５製本版  ￥29,400   一括購入  ￥44,100 （全て税込価格）

セットB[公開編]　平成14年～平成17年(4年間）　  99点   CD-ROM版  ￥29,400   Ｂ５製本版  ￥29,400   一括購入  ￥44,100  　　　 　 　　　　　

(セットA) (セットB)


