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(本体価格)

No,10237 公開特許 平.15 - 19 79点 ￥27,700

No,8356       〃 平.8-9 64点  ￥19,800

No,7981       〃 平.5-7 72点  ￥23,400

No,6699       〃 昭.60-63 102点  ￥24,600

No,8394       〃 平.5-9 77点  ￥24,500

No,8379       〃 平.5-9 62点  ￥21,700

No,8390       〃 平.5-9 61点  ￥19,800

No,9675       〃 平.13-15 85点  ￥19,600

No,9081       〃 平.10-12 67点  ￥22,300

No,8471       〃 平.7-9 84点  ￥27,700

No,8396       〃 平.5-9 66点  ￥19,700

No,8669       〃 平.5-10 81点  ￥26,300

No,8663       〃 平.5-10 83点   ￥29,600

No,8397       〃 平.5-9 69点  ￥21,500

No,8454       〃 平.5-9 62点  ￥20,400

No,8392       〃 平.7-9 73点  ￥23,700

No,9843       〃 平.8-11 100点  ￥28,700

No,8921       〃 平.8-11 60点  ￥20,400

No,8033       〃 平.5-7 70点  ￥20,700

No,9374       〃 平.4-13 84点  ￥19,700
*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：〒

携帯用木炭コンロの構造

               〃

焼肉鍋の構造と製造方法

鍋の取っ手構造と取付装置

調理用焼き網の構造

電磁調理器用鍋の構造

アウトドア用調理器具の構造

アウトドア用折り畳み式テーブル

無煙ロースターの構造と装置

バーベキュー装置の構造

               〃

               〃

フライパンと焦げ付き防止加工法

天ぷら鍋の構造

吹きこぼれ防止鍋と蓋構造

ガス・コンロ用バーナー・キャップ

ガスこんろ用バーナーの構造

餃子調理装置の構造

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

※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      

業務用ガスレンジ・バーナーの構造

焼肉用炭火コンロの構造
[公開編]平成11年～平成20年（10年間）　　85点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３９４

お   申   込   書

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

木質ペレット用ストーブの構造

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

http://www.itdc-patent.com/


1 焜  炉 株式会社京都スペーサー 45 串焼き用コンロ
株式会社マエダ工業製作
所

2 卓上コンロ 上杉  昌 46 煙の出ない七輪 有限会社八千代北海道

3 炭火コンロ 佐藤  三雄 47 焼き物装置と焼き物装置の使用方法 梶  次郎

4 多機能調理用珪そう土コンロ 株式会社  キンカ 48 炭火調理器及び炭火調理セット 加藤  正弘

5
炭コンロ及び炭コンロへの空気供給方
法

仁科  英雄 49 卓上コンロ 藤原  章隆

6 焼成器 株式会社砺波商店 50 加熱調理器 株式会社焼肉屋さかい

7 炭火用無煙焼き肉コンロ装置 株式会社野田ハッピー 51 卓上無煙七輪 有限会社八千代北海道

8
無煙焼き肉コンロ装置用の油分回収
フィルタ及び無煙焼き肉コンロ装置

株式会社野田ハッピー 52 炭火焼コンロ 株式会社スワン製炭

9 焼き肉用炭の炭おこし炉 株式会社野田ハッピー 53 七輪 タキタ技研株式会社

10
コンロ用炭火調理器具と専用木炭の製
造

新納  省三 54 コンロ
株式会社キンペックスイン
ターナショナル

11 コンロ 鄭  文和 55 焼肉網用の昇降装置 牧野  普行

12 シチリン 株式会社三和金属 56 焼肉網用の昇降装置 池田  康夫

13 炭火焼器 株式会社シービー 57 とっても機能的な炭火焼器 杉下  真千恵

14 複合調理器具 宝工芸株式会社 58 炭火コンロ用炉籠 赤松  一男

15 着火の容易な備長炭セット 日寮貿易株式会社 59
火起しと、消壷への保存が、簡単な七
輪用炭入。

笹原  忠臣

16 携帯用コンロ 株式会社砺波商店 60 コンロ 株式会社スワン製炭

17 卓上型調理装置 趙  弼彙 61 焼物用レンジ 有限会社八千代北海道

18 食品焼き装置 有限会社カトウ 62 コンロ用加熱器及びコンロ 株式会社スワン製炭

19 調理装置の燃焼器 趙  弼彙 63 焼き具保持装置 水戸  義介

20 こんろ 株式会社ホンマ製作所 64
加熱器並びにその中で使用する装飾
用の炭及びその製法

モリト株式会社

21 火起こし器 株式会社ホンマ製作所 65 無煙炭火焼コンロ 掃本  春男

22 調理器具 小谷  喜和 66 炭火コンロが使えるテーブル 田村  博明

23 アルミニウム製コンロ 有限会社能登合金興業所 67 焼肉用テーブル 株式会社マスコ

24 万能焜炉 原  秀敏 68 焼成調理装置 有限会社西輝

25 食卓装置 多摩岡産業株式会社 69
七輪運搬用補助具及び運搬用補助具
付き七輪

株式会社焼肉屋さかい

26 炭火調整・代用材 株式会社福原鋳物製作所 70 焼肉コンロの隔熱通風構造 李  文振

27 固形燃料燃焼装置 公成商事株式会社 71 放熱部付きロストル 上片野  幸夫

28 金属製七輪 株式会社千石 72
炭火焼用連通多孔質ガラス燒結ブリ
ケット

星野  俊雄

29 炭焼きコンロ
有限会社村吉ガス圧接工
業

73 焼物器 有限会社八千代北海道

30 炭火焼器 株式会社シービー 74 卓上コンロ メイ・ジャパン株式会社

31 コンロ 株式会社ホンマ製作所 75 加熱網焼きコンロ 香川  郁夫

32 コンロ 株式会社ホンマ製作所 76
超軽量で着火から４～５分で炭火調理
ができる携帯用七輪及び燃料用カセッ
ト。

藤田  繁生

33 調理器 株式会社焼肉屋さかい 77 焼肉・シャブシャブ鍋料理兼用コンロ 有限会社くろげ

34 コンロ 株式会社ホンマ製作所 78 改良型耐熱陶器製水コンロ 白峯陶器株式会社

35 コンロ 株式会社ホンマ製作所 79 コンロ装置 堀切川  俊作

36
囲炉裏用炉、およびそれを組み込んだ
囲炉裏型テーブル

中村  隆男 80 コンロ 三重県

37 コンロ用つかみ手 太成工業株式会社 81 七輪 藤崎  喜三郎

38
容易に着火と消火の出来る木炭用コン
ロ

岸本  幹生 82 コンロ用つかみ手 太成工業株式会社

39 固形燃料の燃焼抑制部材 株式会社砺波商店 83 固形燃料調理器 有限会社  池田孫石材

40 炭着火装置および方法 福島  讓 84
網焼きも串焼きも鍋料理もできる陶製
卓上炭火焼き鉢

永島  富夫

41 多孔質セラミック焼結体の製造方法 藤墳  仁史 85 シチリン用上置台 株式会社三和金属

42 卓上焜炉 株式会社三幸厨房

43 焼肉等の調理器 鷹  和夫

44 卓上用炭火コンロ 株式会社相田合同工場 以上85点収録

焼肉用炭火コンロの構造　　　No.10394

[公開編]　　平成11年～平成20年（10年間）　　　　85点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥27,090    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥27,090　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥39,900　）
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